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1. 事業の概要 

加齢による変形性脊椎疾患の患者が増加しているが、現行のスクリューを使用した脊椎固定術に代わ

る、効果的で合併症の少ない治療法の開発が望まれている。具体的には、①スクリューを使用しない手術

法で誤刺入を防止、②脊椎を固定しない手術法で隣接椎間病変を予防、③手術侵襲を小さくして入院期間

短縮、④簡単で高額医療機器を使わない手術で一般病院でも施行可能とすることである。  

本事業は、従来の脊椎固定術の上記課題をすべて解決する革新的脊椎制動インプラントの開発、臨床試

験、薬事申請、製品化を目指す。 

 

 

 
  

3Dチタンプリンターを用いた革新的脊椎制動インプラントの開発

世界初の３Ｄプリンター製高性能脊椎インプラント
(株)アムテック・(株)コイワイ・エーピーアイ(株)・秋田県立脳血管研究センター・秋田県産業技術センター

秋田大学・岐阜大学・岩手県立大学・(株)インテリジェントコスモス研究機構

H26-093

世界初の３Ｄプリンター製高性能脊椎インプラント

合併症の多い従来の脊椎固定術

3Dプリンター技術を用いた日本発の画期的な脊椎インプラント

 対象は国内400万人以上の脊椎変性疾患患者。
 しかし、現行の脊椎固定術では、スクリュー刺入に
よる神経血管損傷、固定による隣接椎間病変発生、
侵襲が大きく長期入院、特殊技術・機器が必要、な
ど多くの問題点がある。

 患者の画像データをもとにしたオーダーメイド機器。

Class Ⅲ

従来の脊椎固定術

スクリューと棒で脊椎を完全に固定

従来の脊椎固定術 新手術

合併症率 10-40％ 大幅に減少

入院期間 1ヶ月 1週間

手術可能施設 専門病院 一般～専門病院

手術時間 3時間 30分

 （株）アムテックは20年に渡る脊椎インプラントの販売と日
本発の画期的脊椎固定インプラントを国内開発・薬事承
認を取得した経験を生かし、2012年国内初の3Dプリン
ター金属粉末積層工法によるサービスビューローを開設
した（株）コイワイと共同で開発を進める。

相談

申請

医療機関

秋田大学附属病院
• ニーズの提供
• 臨床エビデンスの蓄積

製販企業

(株)アムテック
• 生産化・事業化
• 薬事・市場性を見据えた他機関への助
言

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

米国食品医薬品局
（FDA）

助言

承認

企業

(株)インテリジェント・
コスモス研究機構

• 事業管理機関としてコンソーシア
ムに参加

企業

エーピーアイ（株）
• 製品の設計
• 生産プロセスの確立

事業管理機関

製造企業
医療機器製造業[１４ＢＺ２００１９１]

（株）コイワイ
• 製品の開発・作成
• 生産プロセスの確立

SL

委託事業実施体制

PL

中

新

中

新

医療機関

秋田県立脳血管
研究センター

• 基礎研究の総括
• 臨床エビデンスの構築
• ・知財のとりまとめ

研究機関

岐阜大学
• 動物実験

研究機関

岩手県立大学
• 製品の設計
• 設計自動化

研究機関

秋田県産業技術
センター

• 基盤研究
• 材料評価

第一種医療機器製造販売業 [１３Ｂ1X００１７０]

医療機器製造業（包装、表示、保管） [１３ＢＹ００１２２３]
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1.1 事業の目的 

脊椎変性疾患・脊椎損傷に対して、日本では金属製スクリューとロッドを用いた脊椎固定術が広く行わ

れているが、スクリュー刺入による血管・神経損傷、脊椎固定による隣接椎間板変性、大きな手術侵襲（体

への負担）による 1か月以上の長期入院などの問題がある。また、手術には高度の手術手技と高額（数千

万～2億円）の医療機器が必要なため、手術可能な病院が限定されている。 

一方、海外ではこれらの課題のうち、隣接椎間板変性予防を目的として金属製スクリューと樹脂製ロッ

ドなどを用いた制動術（動きを抑える手術法）が開発されたが、効果と安全性に問題があり、他の課題に

ついては解決策がなかった。 

このため、医療現場では、脊椎変性疾患・脊椎損傷に対する簡便で合併症の少ない治療法の開発が望ま

れている。具体的には、①スクリューを使用しない手術法で誤刺入を防止、②脊椎を固定しない手術法で

隣接椎間病変を予防、③手術侵襲を小さくして入院期間短縮、④簡単で高額医療機器を使わない手術で一

般病院でも施行可能とすることである。 

本事業は、従来の脊椎固定術の上記課題をすべて解決する革新的脊椎制動インプラントの開発、臨床試

験、薬事申請、製品化を目的とする。 

具体的な各課題に対する解決策は下記のとおりである。 

①3D チタンプリンターで脊椎に密着するカバーを作成して、スクリューの代わりとするので血管神経

損傷が起こらない 

②脊椎カバー同士を人工関節などで連結し、脊椎を固定せずに制動するので、隣接椎間病変が起こらな

い 

③インプラントを椎骨の狭い範囲に装着することとし、侵襲を少なくすることで入院期間を 1 週間程

度まで短縮できる 

④カバーを装着するだけの手術なので、高度手技や高額医療機器は不要である 

なお、国内市場については、固定具は平成 29年 4月に薬事申請を行い、平成 29年 10月に上市を目指

す。また、海外市場（脊椎固定術を行っている主要先進国[特許出願国はアメリカ、ドイツ、スイス]）に

ついては、平成 29年 12月に薬事申請を行い、平成 30年 2月に上市を目指す。制動具は固定具の薬事承

認審査の進行状況を見ながら申請時期を決定するが、国内は平成 30 年 4 月の国内薬事申請、平成 30 年

10 月の上市、海外は平成 30 年 12月の薬事申請、平成 31年 2月の上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 

PL： 綾香 悦子（株式会社アムテック） 

SL： 小岩井 豊己（株式会社コイワイ） 

共同体： ①株式会社アムテック 

  ②株式会社コイワイ 

  ③エーピーアイ株式会社 

  ④国立大学法人秋田大学医学部附属病院 

  ⑤秋田県産業技術センター 

  ⑥地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究センター 

  ⑦国立大学法人岐阜大学 

  ⑧公立大学法人岩手県立大学 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1)-1事業化する医療機器の概要 

 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 脊椎固定具 分類名称（一般的名称） 脊椎内固定器具 

対象疾患 脊椎変性疾患 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療機関（病院） 新／改良／後発 改良医療機器 

使用目的又は効果 
腰椎変性すべり症、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア再発例、腰痛複数手術例に対

して椎間不安定性による腰痛・下肢痛改善を目的として使用する 

薬事申請予定者 （株）アムテック 医療機器製造販売業許可 第一種 13B1X00170 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

（株）アムテック 医療機器製造業許可 13BY001223 

（株）コイワイ 業許可 14BZ200191 

（株）アムテック 業許可 第一種 13B1X00170 

 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  
対象国は脊椎固定術を行っている主要先進国

（特許出願国はアメリカ、ドイツ、スイス） 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

  （注：市場規模は競合品も含めた市場全体である。） 

 事業化する医療機器の概観・特長 

① 脊椎固定具の構造 

脊椎固定具は脊椎制動具と同様には個々の患者の CT データをもとに椎骨 1 個ごとにカスタムメイ

ドで作成した脊椎カバーと、それを連結するチタン合金の削り出しで製造した固定用ロッドから成る。                     

② 手術 

脊椎カバーを椎骨に装着するだけの簡便な手術であり、手術時間は従来の椎骨固定術の 6 分の 1 程

度（例：腰椎手術は固定術 3 時間、本手術 30 分）で、患者への侵襲や合併症が少ない。またスクリ

ューを脊椎に刺入する操作がないため、特殊手術や高額な医療機器を要しない。 

③ 物づくり 

本研究の事業実施機関である株式会社コイワイは国家プロジェクト「超精密三次元造形システム技

術開発プロジェクト」に参加している鋳造メーカーであるが、本研究において脊椎固定具を 3D チタ

ンプリンターで製作する。また、脊椎カバーと可動部分の強度や金属特性をもとにした設計について

は秋田県産業技術センターのノウハウを利用する。 

 

 

 

カスタムメイド 

設計の脊椎カバー 

固定部分 

（チタン合金の削り出し

ロッド） 

脊椎固定具 
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(1)-2事業化する医療機器の概要：機器②脊椎制動具 

 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 脊椎制動具 分類名称（一般的名称） 新医療機器のため該当名称無し 

対象疾患 脊椎変性疾患 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療機関（病院） 新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 
腰椎変性すべり症、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア再発例、腰痛複数手術例に対

して椎間不安定性による腰痛・下肢痛改善を目的として使用する 

薬事申請予定者 （株）アムテック 医療機器製造販売業許可 第一種 13B1X00170 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

（株）アムテック 医療機器製造業許可 13BY001223 

（株）コイワイ 業許可 14BZ200191 

（株）アムテック 業許可 第一種 13B1X00170 

 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  
対象国は脊椎固定術を行っている主要先進国

（特許出願国はアメリカ、ドイツ、スイス） 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

  （注：市場規模は競合品も含めた市場全体である。） 

 事業化する医療機器の概観・特長 

①脊椎制動具の構造 

脊椎制動具は個々の患者の CT データをもとに椎骨 1 個ごとにカスタムメイドで作成した脊椎カバ

ーとそれを連結する可動部分（現在はスパイラルロッド、将来的には樹脂や自家軟骨組織、iPS 細胞か

ら作成した組織など）から成る。                     

②手術 

脊椎カバーを椎骨に装着するだけの簡便な手術であり、手術時間は従来の椎骨固定術の 6 分の 1 程

度（例：腰椎手術は固定術 3 時間、本手術 30 分）で、患者への侵襲や合併症が少ない。またスクリ

ューを脊椎に刺入する操作がないため、特殊手術や高額な医療機器を要しない。 

③物づくり 

本研究の事業実施機関である株式会社コイワイは国家プロジェクト「超精密三次元造形システム技

術開発プロジェクト」に参加している鋳造メーカーであるが、本研究において脊椎制動具を 3D チタ

ンプリンターで製作する。また、脊椎カバーと可動部分の強度や金属特性をもとにした設計について

は秋田県産業技術センターのノウハウを利用する。 

 

脊椎制動具 

カスタムメイド 

設計の脊椎カバー 
可動部分 

（スパイラルロッド） 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 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 

・腰部脊柱管狭窄症、腰椎変性すべり症、腰椎変性側弯症などの脊椎不安定性・変形を呈する症例の治

療にあたる医師 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

日本国内において、2012 年に約 7 万セットの脊椎固定インプラントが使用され、年々増加傾向にある。

今後も毎年 5％の割合で市場規模が拡大すると、2019 年には約 10 万セットの販売が見込まれる。インプ

ラントセットの最小価格で計算すると市場は 50 万円×10 万件＝500 億円となる。手術を行う部位の椎

骨がすでに切除されている再手術例など、本脊椎制動具の使用ができない例を除く 80％の症例で脊椎固

定術の代わりに脊椎制動術が行われると、代替市場は 400 億円である。 

既存製品である脊椎固定具（スクリューとロッド）で治療が困難な症例は、 

①侵襲の大きな手術を受けられない高齢患者、全身状態不良患者、小児患者 

②脊椎を固定すると成長障害を起こす恐れのある小児患者 

③スクリューが引き抜ける可能性のある骨粗しょう症患者 

などであるが、これらの患者にも本脊椎制動具を用いた治療が可能である。脊椎固定術が適応になら

ず、新規に脊椎制動術の適応となる①～③の患者を脊椎固定術施行数の半数とすると、創出市場は 500

億円×0.5＝250 億円である。 

上記を踏まえたターゲット市場は 400 億円＋250 億円＝650 億円となる。海外のターゲット市場は同

様に計算すると、1 兆 3000 億円となる。 

（注：想定市場規模は競合品も含めた市場全体である。） 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 競合製品／競合企業の動向 

現在ほぼ市場を独占しているスクリューとロッドを用いた脊椎固定システムが競合製品である。 

脊椎固定用スクリューとロッドを販売しているインプラント会社で、米国のメドトロニック社、ジョン

ソンエンドジョンソン社、ストライカー社の 3 大大手インプラント会社で 80%のシェアを占める。 

 

 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） 

本邦では金属製スクリューとロッドを用いた脊椎固定術が広く行われているが、スクリュー刺入によ

る血管・神経損傷、脊椎固定による隣接椎間板変性、大きな手術侵襲による長期入院、手術には高度の手

術手技と高額医療機器を要するという問題がある。本研究で開発する脊椎制動具及び脊椎固定具は、スク

リューを使用せずに脊椎を制動及び固定する方法で、手術侵襲は小さく、簡単で特殊な医療機器を必要と

しない手術を可能とした。 

一方、脊椎制動具の欠点として 3D プリンターを用いるオーダーメイド製品のためコストが高額である

こと、製作に時間を要するので緊急手術には使用不能であることが挙げられる。本事業では材料であるチ

タン粉末再利用によるコスト削減、設計・造形作業の効率化による納期の短縮についても検討した。 

 

現行の脊椎固定具の問題点 
本脊椎制動具及び脊椎固定具の 

利点 

本脊椎制動具及び脊椎固定具の

優位性 

①スクリュー誤刺入 10-30% 
スクリューを使用しない手術法で

誤刺入を防止 
誤刺入 0％ 

②隣接椎間病変 15-40% 

脊椎制動具においては、脊椎を固定

しない手術法で隣接椎間病変を予

防 

脊椎制動具においては隣接椎間

病変ほぼ 0％ 

脊椎固定具においては従来の固

定具と同様 

③入院期間 1 か月以上 
手術侵襲が小さいので入院期間短

縮、早期社会復帰 
入院期間 1 週間 

④ 高度手技と設備投資数千

万～2 億円 

簡便な手術で高額医療機器不要、小

規模病院でも手術可能 

一般脊椎外科医が手術可能、設備

投資 0 円 
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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 

 

 投資回収計画 

 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 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 
非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

総販売ｾｯﾄ数 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 
非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

H25（2013）年度 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 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発

試作機開発・改良
【製品名】脊椎制動具

試作機開発・改良
【製品名】脊椎固定具

量産機開発
【製品名】脊椎制動具・
脊椎固定具

臨床研究：脊椎制動具

薬事申請：脊椎制動具

薬事申請：脊椎固定具

知財対応

販売戦略：脊椎固定具

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

コア技術の確立
脊椎制動具のオーダーメイド
化については、CTデータから
骨情報抽出法、制動具の設
計方法と構造、３Ｄチタンプリ
ンターによる製造法をそれぞ
れ確立した。連結部分につい
ては、緩みのないカスの出に
くい構造を確立した。

＊想定患者に対応した脊椎制動具の構
造決定が遅れた
＊３Ｄチタンプリンタで造形したインプラン
トの品質が達成できず、試作品の造形が
遅れた

＊脊椎制動具の前段階としての脊椎固
定具の開発及び承認申請を目指すこと
により、脊椎固定具の開発を優先するこ
ととした。

試作機開発（一次、二次）
薬事体制づくり
ＰＭＤＡ個別相談
知財体制づくり

試作機開発（二次）
安全性・耐久性検討
量産試作
ＰＭＤＡ事前相談、対面助言
知財戦略検討
販売チャネル確保

脊椎固定具の最終製品化
脊椎固定具の製造販売承認申請準備
量産試作
脊椎制動具臨床研究検討
手術器具開発

脊椎制動具試作品開発（一次）

脊椎制動具試作品開発（二次） 脊椎制動具安全性・耐久性試験

脊椎制動具生物学的安全性試験

製造ライン設計・検証

量産試作

生物学的安全性試験

実使用試験（イヌ試験）

研究モニター 臨床モニター

薬事体制づくり

PMDA：薬事戦略相談

PMDA：開発前相談

第三者認証機関相談

★
H28.1知財出願

出願準備

販売計画作成

脊椎制動具試作

手術器具開発

脊椎固定具試作

脊椎固定具安全性・耐久性試験

脊椎固定具生物学的安全性試験

臨床研究準備（必要と判断されれば）

PMDA安全性・品質相談

PMDA治験要否相談

CTデータからの骨情報抽出方法の決定

3Dチタンプリンター造形品質の安定化

脊椎・インプラント作成支援ソフトの制作

★
PMDA：準備面談
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 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 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 
非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

総販売ｾｯﾄ数 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 
非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 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） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 
非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

総販売ｾｯﾄ数 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 
非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

投資計画 

・脊椎インプラント試作機の開発費と動物実験・機械的試験費用及び臨床研究・治験・薬事  申請の準

備費用。 

・上市に向けた臨床治験・薬事申請費用及び製品販売費と生産規模拡大のための製造関連費用。 

 

回収計画 

本品はカスタムメイドの新医療機器であるが、新医療機器区分の償還価格は現存する治療材料よりも

高い価格が設定されると予想される。本品により手術費用、入院費用の大幅削減が考えられること、通常

のカスタムメイド製品が通常品の 2 倍程度の価格が設定されていることなどは高価格が設定される理由

であるが、その反面、対象症例が脊椎変性疾患と多いことが危惧される。このため、想定価格は現存する

競合品価格の 10％アップの 55 万として計画した。初年度の使用キーセンター(ひと月の使用症例数を 4

〜5)を 5 施設選定する。初年度は立ち上がりに時間がかかると思われるが、設計作業を患者データの授

受等の作業が発生することから、特定の使用センターを増やすことによって販売数を増やす。 

また、設計等に特殊な技術が必要となり、通常製品よりも人件費が掛かると思われるが、カスタムメ

イドのため在庫は不要であることと、通常の脊椎固定具に比べ手術器具も少ないと思われることから初

期投資は少ない。海外では新規性の高い製品は高価なケースが多く、国内よりも高い価格となることも

想定される。 
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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 

 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

本研究課題である「脊椎制動インプラント」はクラスⅢに相当するオーダーメイド医療機器である。患

者ごとに異なる脊椎データを処理し、製品として顧客に届けるためには、①データ受け取り、②設計、③

作成（プリント）、④検品・滅菌包装、の 4 段階を効率よく行わなければならない。このため設計部門、

作成部門、検品部門をシームレスに連結し、また、各部門の規模を市場調査で得られた出荷予想個数にみ

あったものにするなど、常に市場の動向を注視しながらビジネス全体を計画する。 

 

 ビジネス体制 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 薬事申請 

 PMDA 対面助言準備面談（1 回目 2015 年 1 月 14 日、2 回目 2015 年 11 月 25 日） 

対面助言に向けた資料作成などについて指導を受けた。 

 PMDA 開発前相談（2015 年 12 月 21 日） 

脊椎制動具の治験の要否など明確な回答は得られなかったが、脊椎固定具を前段階とするステップバ

イステップの可能性も示唆されたことから脊椎固定具の開発も開始することとした。 

 PMDA 全般相談（2016 年 11 月 16 日） 

生物学的安全性試験と機械試験による安全性と効果の確認がほぼ終了し、臨床で使用可能な製品と

なりつつあることを説明した。「臨床試験要否相談」の必要性を確認したところ、従来の固定具のコ

ンセプトとは異なる新規の製品であることから、従来品と同様に固定できるかどうかの確認となる

臨床治験は必要であるとの見解を示された。また、臨床治験の症例数についても 10 例では少なく、

何を評価するか、観察期間など医師も入れて検討するよう示唆された。臨床研究については、医師主

導の臨床研究であれば承認申請にデータが使用できるが、単なる医師の研究となる場合はデータを

上市後のビジネス体制

企業

エーピーアイ（株）
• 製品の設計

• 顧客のデータ管理

中

新

医療機関

秋田県立脳血管
研究センター

• 製品改良の助言

製販企業

(株)アムテック
• 製品販売

• アフターサービス

製造企業
医療機器製造業[１４ＢＺ２００１９１]

（株）コイワイ
• 製品の作成

SL

PL

中

新

販売

顧客
（国内）

ものづくり企業
●人工関節部の大量
生産が困難なときに人
工関節メーカーと提携

ものづくり企業
●大量生産時に表
面加工専門メーカー
と生産を分担

ものづくり企業
●大量生産時に他
の３Dプリンター保有

企業と提携

外注

外注

外注

代
理
店

卸
企
業

医療機器製造業（包装、表示 保管）[１３ＢＹ００１２２３]

第一種医療機器製造販売業 [１３Ｂ１Ｘ００１７０]
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使用できないことなど説明を受けた。これらのことから、一度機械的試験の方法、結果、動物実験、

屍体での検証などを評価する対面助言（医療機器評価相談（性能））を受けることを勧められた。 

 PMDA 対面助言（2017 年 3 月 1 日） 

 脊椎固定具について機械的試験のプロトコル及び試験結果の評価について相談を行った。機械的安

全性試験として静的圧縮曲げ試験、動的圧縮曲げ試験、静的ねじり試験、初期固定性の評価試験の 4

つが必要であると説明を受けた。このうち静的圧縮曲げ試験、動的圧縮曲げ試験、静的ねじり試験に

ついては、試験検体と試験条件は妥当であり、試験結果は従来の脊椎固定用具に比べて強度が低いと

いう懸念はないと評価された。初期固定性の評価についてのみ、脊椎の不安定性を軽減する性能が臨

床上十分あることを示す必要があるとのことであった。 

 

 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） 

本研究のインプラント「脊椎制動具」は 2011年国内、2012年国際特許を出願した（国内 2011-136665、

国際 PCT/JP2012/065765、公告番号 WO2012176812 A1）。脊椎制動具の基本特許は日本、ドイツ、

スイスで成立しており、米国で審査中である。その後の調査でも先行・競合する特許は公開されていな

い。平成 26 年 2 月 12 日に発明の名称「脊椎制動具」で（特願 2016-024714）追加特許を出願した。 

 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 

今後の新しい知見については追加特許か意匠権などで権利を確保する。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許出願国（日本、アメリカ合衆国、ドイツ、スイス）であれば、担当弁理士を通じて侵害の事実関係

調査（侵害行為・侵害品の特定と、特許発明の技術範囲への属否判定）と、自己の特許権の瑕疵の調査

を行う。 

 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

本インプラントは脊椎カバーと可動部分からなり、それぞれの機能について十分に検討する。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

本インプラントは（１）3D チタンプリンターを使用した本邦で初の埋め込み型医療機器であること、

（２）オーダーメイドであることの 2 点の新規性を有し、エビデンスの収集には従来医療機器とは

異なる戦略が必要である。PMDA との面談で、脊椎固定具については生物学的安全性試験で問題は

みられず、機械的安全性試験の初期固定性試験のみを追加で行う予定となった。 

 

 

 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

アムテックですでに販売している脊椎インプラントの販売チャネルと変わることがなく問題はない。

生産についてもカスタムメイドであることから受注発注のシステムをとる。緊急性のある手術ではない

ことから生産体制は問題ない。物流に関しても最終製品完成まではデータのやり取りとなり、最終製品の

供給も現在アムテックが販売している地域代理店を通し病院に販売することで問題はない。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 
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本品は単回使用の脊椎インプラントでありアフターサービス体制は特に必要はない。通常の脊椎イン

プラントと同様、使用する医師が本品の術式を完全にマスターするまで、菅原医師の元で本品と本品の術

式のトレーニングを受けたアムテックの社員が手術前の説明、手術の立ち会い等を行う。クレーム処理に

関しても通常の高度管理医療機器、脊椎インプラントの製造販売業者が行うべき対応を行う。 

 QMS 等の品質保証体制 

アムテックでは改正薬事法での QMS の品質保証体制の PMDA 立ち入り検査を終了しており体制に問

題はない。コイワイについては今後 ISO13485 を取得の予定。 

 広報・普及計画 

今後予定している臨床研究結果及び機械的試験結果などにより菅原医師の学会発表を行う。それによ

り本プロジェクトの賛同者を募り、薬事取得後の正式発売後に multi-center study を行う脊椎センター

数か所でのグループをつくる。発売後は菅原医師の元、厳密なプロトコル下での限定使用とし、本品の安

全性と効果を証明する論文を作成する。それに合わせて、国内外での普及を行っていく。 

 その他 

今後、整形外科インプラント分野における３D プリンターによる製造が多くなり、本品も注目される

と思われる。３D プリンターによる脊椎インプラントの先駆けとして、次の脊椎制動具をはじめ、本品の

開発から得られた情報を元にしてさらに３D プリンターで製造する脊椎インプラントを増やしていくこ

とを目指す。 

 

 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 現状の薬事法上で認められる制動具が本邦

に存在しないため、制動具の効果や有効性等

を立証することが困難であり、また可動性を

有するため、可動部分の安全性を証明するこ

と。 

② カスタムメイドインプラントの必要性が認

められることと、個々に異なる製品の安全性

を証明すること。 

③ 新規性の高い 3D チタンプリンターの製造製

品の品質管理体制の確立と最終製品の非破

壊検査方法の確定。 

① 制動具の承認申請の前段階として固定具で

の承認申請取得を目指す。このことで、段階

的に安全性と有効性を証明する。また、市場

に受け入れられ易い固定具により収益を早

期にあげ、制動具の臨床治験費用を捻出す

る。 

② カスタムメイド脊椎インプラント開発 WG で

必要対象として検討されている、従来の固定

具で対応できない「骨形態及び骨質が正常と

異なる症例」など特殊な適応症例に絞ること

を検討する。実例としては、骨粗鬆症、骨強

度の低下、骨密度の低下、骨質の低下、骨形

状の変化、ディバイス適合性の低下等。 

また、安全性については、すでにある既存品

の中から使用方法、効能・効果等が出来るだ

け類似するものを同等品として選択し、既存

品の安全性を基に本脊椎固定具の安全性を

立証する。それにより、臨床治験を必要とし

ない「改良・臨床なし」あるいは「改良・臨

床あり」区分での申請に持ち込むことを目指

す。 

③ 「三次元積層技術を活用した整形外科用イ

ンプラントに関する評価指標」に沿って薬事

法上の品質管理体制を確立する。また、製造

のコイワイにおいては最終製品の安全性確

認のための非破壊検査用機器の導入を予定

する。 

知財 ① 基本特許のクレーム内容の検討 ① 特許内容の再確認 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

開発中に基本特許のクレーム内容について

検討する。 

② 追加特許の必要性の検討 

本インプラント開発中に得られた知見につ

いて追加特許の必要性を検討する。 

基本特許のクレーム内容を再検討し、薬事戦

略と合わせて内容を検討する。 

② 脊椎固定具の開発における追加特許及び手

術器具における追加特許を検討し、可能であ

れば特許申請を行う。 

技術 ・

評価 

① インプラント設計の効率化 

 

① 大量のカスタムメイドインプラントの設計

には技術者の養成、設計業務の集約化が必要

であり、医療用インプラント設計センターの

設立を検討している。 

その他

事業化

全般 

① 多数のプロジェクト関係者の連携 

遠距離の多数の事業関係者が存在すること

から、役割分担及びスムーズな連携が必要で

ある。 

 

① 頻繁な問題点抽出を行い、各自のモチベーシ

ョンを上げるようなコミュニケーションを

目指す。また、今期より主要メンバーによる

月一回程度の検討会を実施する。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 28 年度は薬事承認申請（治験届出を含む）のための最終製品の仕様決定及び細部の変更を行い、申請に必要となる品質の安全性、機械的安全

性、生物学的安全性を証明するための作業を進める。 

本インプラントは脊椎制動具として開発を行っているが、主要部分である脊椎カバーの安全性と固定性が証明された時点で脊椎固定具としての薬

事承認申請を行う。固定具の薬事承認を先に得ることで、最終製品である制動具の承認申請のハードルを下げる効果が期待できる。また、固定具は、

現在の主流である脊椎固定による治療マーケットを対象としており、後に続く制動具が市場に受け入れられ易くなり、売上の立ち上がりが早くなる

と予想される。固定具の申請に必要な安全性試験は、脊椎制動具申請のために必要となる安全性試験の一部であるので、固定具・制動具の試験は重複

しない。 

 

(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 

脊椎固定インプラント 3D チタンプリンターで作成したオーダーメイドチタン製脊椎固定インプラント 

脊椎制動インプラント 3D チタンプリンターで作成したオーダーメイドチタン製脊椎制動インプラント 

 

(3) 平成 28年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 要素技術開発 

「三次元積層技術を活用した整形外科

インプラントに関する評価指標（案）」及

び「平成 26年度次世代医療機器評価指標」

に基づき、製造における品質管理に係わ

る仕様を決定する。 

 

秋田県立脳血管研究センターは、上記

評価指標で要求されている形状の再現性

を確保するため、平成 27年度の屍体脊椎

実験で得られた CTデータと骨表面データ

を検討し、誤差 1mm 以下の骨情報抽出方

法を確立する。 

 

公立大学法人岩手県立大学は、平成 27

年度には CT の DICOMデータを取り込み、

▶ 

【進捗 80%：△】 

1．平成 27年度に実施した屍体脊椎実験で得られた 47 歳

～71歳の 6例の CT データ（精度 0.625mm）と骨表面デ

ータ（0.127mm）を比較検討し、閾値と誤差の関係を検

討した。その結果、各個体の骨密度に応じてマニュアル

で閾値を 1158～1365（HU）に設定すると、インプラン

ト設置部位面積の 90%以上において骨抽出精度を誤差

1mm以内に収めることができた。閾値の設定に関しては

手順を作成中である。ヒストグラムのピークのひとつに

一定の係数を乗じた値をもとに視認で最終調整をする

方法を想定している。 

2.データ作成作業に関しては、DICOMデータから骨形状モ

デル抽出ソフトは VG Studio から Volume Extractor へ

の切り替え、骨形状加工編集作業ソフトは Freeformか

ら Freeform と Volume Extractor への変更、脊椎カバ

ー設計は Freeform から Freeform と Volume Extractor

▶ 

1．骨データ抽出精度については目標値をほ

ぼクリアできているが、薬事申請に向け

て閾値の設定手順を明確化する必要があ

る。 

 

 

 

2．データ作成作業に複数のソフトウェアを

使用し、作業プロセスによって切り替え

を行っていたが、操作の効率化により、

34％の作業時間短縮に成功した。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

関心領域を抽出して脊椎モデルの立体デ

ータを作成、脊椎モデルの対象箇所の指

定、対象領域の抽出、切断箇所の指定、オ

フセットの設定を行うと、一部の作業を

自動化して立体データ（STL）として出力

することが可能となった。平成 28年度に

は脊椎モデルの対象箇所の指定～オフセ

ットの設定までの作業の自動化を目指

し、設計作業の大幅な効率化を行う。平成

27 年度には DICOM データの取り込みから

立体データの出力まで 4.5～8時間を要し

ていたが、平成 28年度には作業時間を約

50％短縮し、2.0～4 時間とすることを目

標とする。 

への変更を行っている。8月 23-24 日、1月 24日にベン

チマークテストを行い、脊椎カバー設計作業全体で

34％の時間短縮（231分ＶＳ153 分）が確認された。 

 

②最終製品開発・改良 

固定具（脊椎カバーと固定ロッドの組

合せ）については、アムテックが開発者で

ある秋田県立脳血管研究センターと設計

データを担当するエーピーアイの協力の

もとに平成 27 年度に決定した最終仕様

（形状、構造及び原理）に基づき、脊椎カ

バー及び連結パーツとなるロッドの個々

の強度試験及び実際の臨床使用を想定し

た骨モデル（エーピーアイ(株)が設計し

た骨モデルの作製は秋田県産業技術セン

ターが担当する）に装着した状態でのイ

ンプラント全体の固定力を検証する。秋

田県立脳血管研究センターは有限要素法

を用いたシミュレーションを担当し、ア

ムテックは実際の強度試験・力学的試験

を行って、必要があれば固定部分の仕様

を変更する。あわせて、アムテックは、平

成 27年度に実施した板材チタン合金と比

較した溶出物試験に続き、以下の生物学

的安全性試験を実施する。 

制動具（脊椎カバーと可動部分の組合

▶ 

【進捗 50%：△】 

1．脊椎制動具の試作品を脊椎モデルに装着して力学的試

験を行い、結果は良好であった。昨年度問題となった製

造上の問題に対しても、製造条件の管理基準を定め運用

するようになってから発生していない。これらの管理基

準は安全側に余裕を見て定めたが、本年度は基準の妥当

性を示すべく、データの蓄積に取り組んだ。また新たな

分析装置を導入し、基準の妥当性を補強するデータを取

得中である。 

 

2．脊椎制動具のバネ部分と脊椎カバー部分の嵌合部の構

造はねじ込み操作を必要とするため、術中操作が困難と

なる可能性があるため、設計変更を行った。 

嵌合部の形状を改良して 2 種類の方法を採用した。下

図（Ａ）はバネとカバーの嵌合をスロット式として後方

から嵌合する形で、ねじ込み操作を回避でき、下図（Ｂ）

はスパイラルロッド 2 本使用する方式で、カバー間の

狭い間隙で嵌合操作を行うことを回避できる。 

この結果、下図（Ａ）の患者用試作機 1例、下図（Ｂ）

の動物用試作機 1 例に関して、力学シミュレーション

を行い、それぞれチタン造形を終了したが、力学的強度

は十分に得られ、また手術操作は容易であった。 

▶ 

1.「三次元積層技術を活用した整形外科用

インプラントの評価指標」の品質管理上

の注意点に沿った造形方法及び品質チェ

ックの体制を構築中である。 

 

2. 脊椎制動具については今後の PMDA 相談

をもとにスパイラルロッドの特性を検討

する。 

 

3. 固定力が強過ぎる問題が出たことから、

固定ロッドを細くした 3.5mm と 3mm 径の

ロッドを試作した。9月に 3mm での強度試

験を行ったところ 3mm で十分な固定力が

得られたため、ロッドは径 3mm で最終デ

ザインに決定した。 

 

4. 生物学的安全性試験については、最も試

験期間の掛かるウサギの大腿骨及び脛骨

に植え込み 4週、12週、26 週での周囲組

織への影響をみるものであるが、4週、12

週、26週のすべてが終了した。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

せ）については、アムテックが昨年度仕様

を決定した可動域部分に使用する可動性

のあるバネ式ロッド及びハードロックナ

ットを試作し、機械的試験により強度及

び可動ロッドの耐久性の検証を行う。ま

た、可動域部分と脊椎カバーを組み合わ

せた最終仕様を決定し、機械的試験によ

り全体のシステムによる強度及び耐久性

の検証を行う。 

 

固定具、制動具に共通する脊椎カバー

の生物学的安全性試験の項目は以下の通

りである。 

試験項目（内容） 

細胞毒性試験（コロニー形成阻害試験） 

感作性試験（有機溶媒抽出によるモルモ

ット Maximization 法） 

皮内反応試験（ウサギ皮内反応） 

急性全身毒性試験（マウス急性全身毒性） 

亜慢性全身毒性試験（ラット 28 日間連続

静脈内投与） 

遺伝毒性試験（復帰突然変異試験、    

染色体異常試験） 

埋植試験 （骨内埋植試験） 

化学分析（溶出金属イオン量把握及び有

機物の残留の有無） 

 

固定具、制動具ともに、国立大学法人岐

阜大学で各 4 頭の動物実験により手術手

技を確認し、安全で簡易な方法を考案す

るとともに、動物実験による実際のイン

プラント挿入を参考にしてアムテックが

患者用の手術器具の開発を行う。固定具

または制動具を装着した実験犬の CT撮影

を術後 1 ヶ月毎に 3 ヶ月間行い、インプ

ラントの脱転や破綻がないかどうかを評

 

（Ａ）バネを後方からスロット式に挿入するもの 

（Ｂ）バネつきロッドを左右 2本使用するもの 

 
 

3. 上記のように造形不良、機械的問題点はほぼ解決され、

8 月下旬に左記①-1の 6）患者用試作機のチタン造形、

①-2の 6）動物用試作機のチタン造形を再開した。9月

下旬までの患者・動物用試作機の検討の結果、手術操作

が簡単でより多くの脊椎形状に応用可能な B案を採用、

10 月から安全性・耐久性試験を行い、単体試験におい

て、バネ部分の強度不足が判明した。力学的シミュレー

ションによる検討を行い、バネ部分を応力分散に優れた

スパイラルロッドに変更した。ニッケルチタン、64 チ

タンを使用してスパイラルロッドを試作した。また、ハ

ードロックナットの試作を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
他の生物学的安全性試験も含めて問題は

なかった。 

 

 

5.機械的試験に追加し安全性の確認のため

の以下の試験を行った。 

(1)ねじり特性試験 

脊椎カバーの左右の形状の違いによる差

分を検証したところ、今回の脊椎カバー

では左へねじる際に大きなトルクがかか

っており、理想的なインプラントとする

ためには可能な限り左右均等なトルクが

かかることを検証しながら最終設計をす

ることが必要と思われた。 

(2) X線 CT三次元測定における比較分析 

動的軸圧縮試験 500 万回の試験終了後の

脊椎カバーの外観をポリゴン化し、試験

前の脊椎カバーと重ね合わせ変位を検討

した。X線カメラによる非破壊検査では内

部欠損等の損傷は見られなかったが、わ

ずかな変位は測定出来た。今後はこれら

のデータを検討し脊椎カバーの効果や安

全性を評価していく必要があると思われ

る。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

価する。術後 3ヶ月時点で安楽殺を行い、

インプラントの脊椎への密着性とインプ

ラントへの骨新生を評価する。その後、工

業用 CTと組織学的評価のために脊椎とイ

ンプラントを摘出する。また、薬事申請の

ための安全性と有効性の証明の材料とし

て動物実験データを使用する。 

国立大学法人秋田大学医学部附属病院

は、3D プラスチックプリンターで試作し

た脊椎カバーと脊椎モデルを用いて密着

度の確認、ロッドの設置のシミュレーシ

ョンを行い最終形の決定の参考とした。

平成 28年度は臨床的観点から最終製品開

発・改良のアドバイスを行う。 

 

可動部分のスパイラルロッドとなるニッケルチタンの

棒材を 8 月に入手し、試作を行った。現時点ではバネ状

の切削が困難であり、ロッドにスリットを入れる形状

となった（下図はロッドの設計図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.脊椎制動具の最終仕様を決定したが、可動部分の検証と

細かな変更に時間が掛かると思われること、また薬事戦

略を考慮した上でも、最も高いハードルである可動部分

を外した脊椎固定具での開発を同時に進めることとし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

本脊椎固定具は 3Dチタンプリンターによるカスタムメ

イドの脊椎カバーというコンセプトは変わらず、安全

性と有効性を証明し易い脊椎固定具となる。27 年度末

より固定用ロッド（チタン合金削り出し）径 4mm を試作

し脊椎カバーと接続し機械的試験を行った。結果とし

て固定力が強過ぎて骨モデルに破壊が起きたため、固

定用ロッドの径の検討と脊椎カバーの形状変更の検討

を行い、ロッド径を 3mmに変更、また脊椎カバー部分は

 

29 年 3 月 1 日にこれらの機械的試験のプロ

トコル及び試験結果の評価について PMDA

の対面助言相談を行う。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

骨癒合のための骨移植部分を増やすために面積を小さ

くし最終デザインとした。これによる機械的試験（引

張、圧縮、ねじり試験を各５個ずつ）を実施した。疲労

試験に関しては、時間がかかるため、現在も機械を動か

して進行中である。 

   
                  

   
 

     旧            新 

脊椎固定具の最終デザインが決定し、8 月より脊椎内固

定器具の承認ガイドライン案に沿った機械的試験を実

施し 10月に終了した。今回の試験においては骨モデル

の椎間関節部分を除去することでよりインプラントに

負荷がかかる状況での試験内容となった。また、制動具

では接続部分に動きがある状況での試験であったが、

接続部分は固定の状況での試験とした。以下が試験の

概要と結果である。 

(1)静的軸圧縮試験 

前回の 2015 では、骨モデル単体での圧縮試験で、最大

荷重 10kNで 19.74mmの最大変位があり骨モデルが破損
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

した。脊椎カバーを取り付けた後では、最大荷重 6.04kN

で 13.50mm の最大変位があり骨モデルが破損した。今

回の試験では、脊椎カバーを取り付けた後、椎間板部分

の破損はあったが前屈変形はなく、最大荷重は 6kN か

ら 10kNへと改善した。 

(2)引張試験 

3kNを上限として引張試験を行ったところ、インプラン

トの破壊はなく安全性が確認できた。 

(3)曲げ試験 

最大荷重 5kNにより曲げ試験を行ったところ、固定棒の

変形、骨モデルの椎間板部分の破損、脊椎カバーのボル

ト部分に若干の亀裂が発生したが、脊椎カバー自体の突

発的な破損は見られず、40倍ほどの安全率が確認され、

十分な曲げ強度が確保されていた。 

(4)動的軸圧縮試験 

患者体重 130kg に対して 65kg 以上の荷重負荷で 500 万

回の疲労試験を破損なく終了し、インプラントとして十

分な強度を満たしていると判断された。 

また、試験後のインプラントに対してＸ線カメラによる

非破壊検査を行ったが、脊椎カバーに内部欠損等の損傷

はみられなかった。 

 

5.27 年度末より、生物学的安全性試験の下実験となる溶

出物試験と他三次元積層技術（レーザー積層）との比較

溶出物試験を行ったが、本脊椎カバーに遜色は見られな

かった。 

28 年度より開始した新規材料に対して必要となる生物

学的安全性試験のすべてを終了した。 

結果としては以下の通り。 

(1) 細胞毒性試験 

 細胞毒性なし 

(2) 感作性試験 

 感作性なし 

(3) 復帰突然変異試験 

 陰性 

(4) 染色体異常試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 生物学的安全性試験の結果を PMDA に提

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

 陰性 

(5) 皮内反応試験（生理食塩液抽出） 

 刺激性はない又は無視できる程度 

(6) 皮内反応試験（希塩酸生理食塩液抽出） 

 刺激性はない又は無視できる程度 

(7) 急性全身毒性試験（生理食塩液抽出） 

 急性全身毒性なし 

(8) 急性全身毒性試験（希塩酸生理食塩液抽出） 

 急性全身毒性なし 

(9) 亜慢性毒性試験（詳細解析中） 

 亜慢性毒性なし 

(10) 円柱状インプラントのウサギの骨内埋植試験（4 週、 

12 週及び 26 週） 

 被験物質（削り出しチタン製インプラント）と対照物質

（3D チタンプリンター製インプラント）をウサギの骨

内に埋植した場合、被験物質は対照物質と同様に起炎性

はなく、骨伝導性を持つことが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③量産試作体制の構築 

（株）コイワイが平成 28 年度に

ISO13485 取得し、（株）アムテックによる

薬事上通用する QMS 面で助言を受けなが

ら量産試作品の製造環境・品質管理・プロ

セス管理の構築を行う。 

▶ 

【進捗 50%：△】 

ISO13485 取得に向け、マニュアル、手順書類等の整備、

それらに従った運用を開始している。認証機関と受審のス

ケジュールについて調整中である。 
▶ 

28 年度中に薬事法上問題のない QMS 体制

を構築する。今後、（株）コイワイは製造管

理や採取製品の品質確認のために X線 CT装

置などの機器を導入する。 

 

③ 臨床研究及び探索的治験 

平成 28 年 11 月に予定する「探索的治

験相談」により探索的治験の妥当性が認

められ、今後の治験内容が容易になると

確信できた場合には、（株）アムテックが

主導し、平成 29年 1 月から秋田県立脳血

管研究センターにおける臨床研究実施の

ためのコンサルタントを外注し、倫理委

員会関連書類、患者説明書類、症例報告書

などの作成にあたる。 

▶ 

【進捗 10%：〇】 

臨床研究又は探索的治験を行う場合に備え、秋田県立脳

血管研究センターの倫理委員会への申請書類を作成中で

ある。 

▶ 

29年 3月 1日 PMDA 対面助言を受けた。平

成 29 年度に倫理委員会に申請書類を提出

し、同年度に 1～2例の臨床試験を計画する。 

 

⑤薬事申請 

（株）アムテックは、平成 29年 4月の
▶ 

【進捗 50%：△】 

1. 平成 27 年 1 月 14 日に PMDA の対面助言準備面談を受
▶ 

 

2. 薬事承認取得のハードルを下げるため
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

固定具の承認申請を目指す。平成 28 年 5

月に PMDAに固定具の「開発前相談」を行

い、固定具の承認申請に必要な試験内容

及び申請区分等の相談（治験の要否含む）

を行う。この相談に沿い機械的安全性試

験と生物学的安全性試験を行う。それぞ

れに結果が出た時点で必要に応じて「品

質相談」と「安全性相談」を行い非臨床試

験内容及び結果の評価を行う。これによ

って不足する試験等があれば追加して行

う。生物学的安全性試験が終了する平成

28年 11月頃に、機械的安全性試験及び生

物学的安全性試験の結果をもって、PMDA

に「臨床試験要否相談」を行い、「否」の

結果が得られた際には、申請区分「改良・

臨床なし」あるいは臨床評価報告書等に

よる臨床治験を伴わない「改良・臨床あ

り」で申請を行うこととする。また、「要」

と判断された場合には、「探索的治験相

談」により探索的治験（臨床研究）の妥当

性を相談する。この相談により、PMDA に

妥当性が認められ、かつ、後に続く臨床治

験の内容が容易になる（例えば、臨床評価

報告書による「改良・臨床あり」区分とな

る、あるいは治験必要症例数が大幅に削

減される）ことが確認されれば探索的治

験を行うことを検討する。同時に「治験相

談」を行い、「探索的治験相談」の結果を

踏まえ、秋田県立脳血管研究センターと

外部コンサルタントとともに治験準備を

開始する。続いて、平成 29 年 4 月に制動

具の薬事申請及び治験届出の準備を開始

する。制動具の申請区分は新医療機器を

予定している。 

けた。4月事前相談、8月に対面助言を受ける予定であ

った、製品の最終仕様が決まらず延期した。 

2. 平成 27 年 11 月 25 日対面助言準備面談第二回目を受

け、開発前相談のための資料を作成した。 

3. 平成 27年 12月 21 日に PMDAの開発前相談を受けた。 

 この際に治験の要否など明確な回答は得られなかった

が、脊椎固定具を前段階とするステップバイステップの

可能性も示唆されたことから脊椎固定具の開発も開始

することとした。 

4. 平成 28 年 11 月 16 日に今後の承認申請に向けての必

要事項及び手順等の相談のため PMDAでの全般相談を行

った。生物学的安全性試験と機械試験による安全性と効

果の確認がほぼ終了し、臨床で使用可能な製品となりつ

つあることを説明した。「臨床試験要否相談」の必要性

を確認したところ、従来の固定具のコンセプトとは異な

る新規の製品であることから、従来品と同様に固定でき

るかどうかの確認となる臨床治験は必要であるとの見

解を示された。また、臨床治験の症例数についても 10

例では少なく、何を評価するか、観察期間など医師も入

れて検討するよう示唆された。臨床研究については、医

師主導の臨床研究であれば承認申請にデータが使用で

きるが、単なる医師の研究となる場合はデータを使用で

きないことなど説明を受けた。これらのことから、一度

機械的試験の方法、結果、動物実験、屍体での検証など

を評価する対面助言（医療機器評価相談（性能））を受

けることを勧められた。1月中にこの対面助言のための

準備面談を行い、2 月中に対面助言を受ける方向で進め

ることとした。 

9 月に伴走コンサルで指摘のあったプロトコル相談は

試験方法と試験結果の評価を含めた本対面助言の内容

でカバーできるものである。 

5.9月伴走コンサルで指摘の３D プリンターで製造された

クラニオフィット（正式名称：患者適合型体内固定用プ

レート）の試験内容確認のための開示請求はすでに 9月

7 日に請求済であるが、開示書類はまだ受領できていな

い。新規で開示請求に時間がかかることから、製造販売

に、以下を検討して薬事対策を検討して

く。カスタムメイド脊椎インプラント開

発 WG で必要対象として検討されている、

従来の固定具で対応できない「骨形態及

び骨質が正常と異なる症例」など特殊な

適応症例に絞ることを検討する。実例と

しては、骨粗鬆症、骨強度の低下、骨密度

の低下、骨質の低下、骨形状の変化、ディ

バイス適合性の低下等。 

また、安全性については、すでにある既存

品の中から使用方法、効能・効果等が出来

るだけ類似するものを同等品として選択

し、既存品の安全性を基に本脊椎固定具

の安全性を立証する。 

 

4. 臨床治験が必要となる可能性が非常に

高いと判断されたため、今後の治験準備

の体制をどうしていくか検討する必要が

ある。また、それに先立ち臨床研究を実施

するか、またどのような形で実施するか

も検討する必要がある。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

業者の HOYA Technosurgical 社に確認。3D プリンター

事業で実績のある帝人ナカシマメディカルでの製造で

あること、頭蓋プレートはほとんど負荷がかからない部

分であり、同等のカスタムメイドのチタン合金及びセラ

ミック製の頭蓋プレートがあることからか臨床治験は

実施しなかった。現状では、注文は増えているが製造に

限界があり全部に答えることが出来ていないとのこと。 

6.29 年 3 月 1 日の対面助言では、脊椎固定具について機

械的試験のプロトコル及び試験結果の評価について相

談を行った。機械的安全性試験として静的圧縮曲げ試

験、動的圧縮曲げ試験、静的ねじり試験、初期固定性の

評価試験の 4 つが必要であると説明を受けた。このう

ち静的圧縮曲げ試験、動的圧縮曲げ試験、静的ねじり試

験については、試験検体と試験条件は妥当であり、試験

結果は従来の脊椎固定用具に比べて強度が低いという

懸念はないと評価された。初期固定性の評価についての

み、脊椎の不安定性を軽減する性能が臨床上十分あるこ

とを示す必要があるとのことであった。 

 

⑤ 知財対応 

秋田県立脳血管研究センターは、意匠

登録等、追加知財を検討する。 
▶ 

【進捗 100%:○】 

平成 26～27 年度に得られた知見を秋田脳血管研究セン

ターから追加特許（特願 2016-024714）として出願した。 
▶ 

平成 28年度中に得られた知見については

特許性のないものと判断し、申請しないこ

ととした。 

 

⑥ 販売戦略 

秋田県立脳血管研究センターが作成し

た臨床研究に関する論文を、国内での主

要脊椎学会での発表の機会を利用し、本

製品への賛同医師を募り、初めに限定施

設での臨床使用を開始する。また、それら

の施設を中心とした Multi-center study 

を行い、その臨床結果を論文とし製品へ

の安全性と有効性を証明する販促資料と

して広く営業活動を開始する。それとと

もに、国内外学会での機会を利用して市

場への働きかけを行う。海外においては、

独自による展開ではなく、ディストリビ

▶ 

【進捗 70%：○】 

動物実験データと機械的試験の最終データ取得後に論

文作成、学会発表を行う予定である。また、臨床研究論文

は治験終了後に執筆を予定している。 

▶ 

動物実験データ、機械的試験等のデータ

での論文作成、学会発表を検討する。経験豊

富な脊椎外科医とともに将来的に顧客とな

る若手の脊椎外科医の意見を聞くなどし

て、今後の動向を探り販売へ向けてのスト

ーリーを検討する。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

ューターによる販売を行い、設計、管理は

日本で行う予定である 

⑦ 事業の管理・運営 

事業の管理・運営にあたり、平成 28年

度中に推進委員会を 3 回行う。また、最終

仕様の決定、設計検証のために主要機関

による毎月 1回程度の検討会を実施する。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

4 月 27日、6月 9日、8月 17 日,11 月 29日、2月 14日

に検討会を実施、5 月 10 日に第 1 回、10 月 18 日に第 2

回、2月 14日に第 3回研究推進委員会を行った。 

 

▶ 

検討会、研究推進委員会は予定通り行った。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

１．脊椎固定具・制動具の最終型の決定 

脊椎固定具は最終型を決定した。脊椎制動具はスパイラルロッド部分の特性以外は最終型を決

定した。 

２．3D チタンプリンター造形物の生物学的安全性の証明 

 植込み型医療機器に求められる 10 項目の生物学的安全性試験のすべてに問題がみられなかっ

た。 

３．脊椎固定具の機械的安全性の証明 

脊椎内固定器具の承認ガイドライン案に沿った機械的試験を実施し、静的軸圧縮試験、引張試

験、曲げ試験、動的軸圧縮試験、ねじり特性試験などで十分な強度が確認された。 

４．脊椎固定具の薬事申請準備 

 3 月 1 日に PMDA 対面助言面談の後、治験・薬事承認申請の予定である。 

５．特許申請 

 脊椎固定具・制動具の最終型について特許申請を行った。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 脊椎固定具の PMDA 対面助言を事業期間内に予定した 

知財 脊椎固定具・制動具の最終型を決定し、特許申請を行った 

技術・評価 
患者 CT データをもとにした 3D チタンプリンターの精密造形を実現し、機械的・

生物学的安全性試験をクリアした 

その他事業化全般 特になし 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 

 自己評価理由 

１．3D チタンプリンターを用いた新しい脊椎インプラントの要素技術開発は概ね順調に進行した。 

①患者 CT データからの骨情報の正確な抽出、②骨情報をもとにしたオーダーメイドのインプ

ラントの設計、③3D チタンプリンターによる精密造形、の 3 点を確立した。 

２．最終製品開発・改良を事業期間内に行った。 

 脊椎固定具・制動具の最終型を開発し、生物学的・機械的安全性試験をクリアした。 

３．薬事・知財対策を予定通り行った。 

薬事申請に向けた PMDA 相談を予定通り実施した。事業で得られた知見をもとに特許申請を行

った。 

４．当初臨床治験は避けがたいと思われた脊椎固定具の開発において、品臨床試験の機械的試験内容及

び試験結果によって、現状の脊椎固定具との固定性の比較試験によっては臨床治験なしで薬事

承認を取得できる可能性を得ることができた。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(4) 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 事業体制 

医師が注力してきた開発シーズであることから当初は医師主導の方向で動きがちであった。当初より

事業化優先の体制づくり、開発スケジュール、予算の配分等に PL がより深くかかわるべきであった。 

 

(5) 事業の進め方 

インプラントの最終型の決定、3D プリンターの条件設定に時間を要し、開発スケジュールが遅れた。 

 

(6) その他 

なし 

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。 ○十分
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。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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
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。 △一部
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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。、 △一部
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）。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
製品の利用方法が明確になっていますか。 △一部

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

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。 △一部

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。 △一部

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。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
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
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。 △一部
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。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(7) 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 

固定による隣接椎間の問題解決のための

脊椎制動具の開発 

脊椎制動具の開発の前段階としての脊椎

固定具により強固な固定力が得られる 

脊椎固定具を上市することで、3D プリン

ターで製造したカスタムメイドの脊椎カバ

ーを市場に受け入れやすくするため 

機器スペック・

ビジネスモデル 

脊椎制動具 脊椎固定具と脊椎制動具 脊椎固定具を先に開発することにより、薬

事申請のハードルを下げ、脊椎制動具をユー

ザーに受け入れやすくするため 

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） 

脊椎制動具の治験準備あるいは申請準備 脊椎固定具の申請準備、臨床研究及び臨床

治験の検討 

脊椎固定具を先に開発することにより、薬

事申請のハードルを下げ、脊椎制動具をユー

ザーに受け入れやすくするため 

 

(8) 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 PMDA での相談を出来るだけ行い、承認申請への的確な手順を踏

むようにする。 

予定通りに PMDA との相談を行い、PMDA でも 3D プリンター

で製造した脊椎カバーの可能性を意識してもらい、的確な助言を得

られるようになった。 

知財 なし  

技術・評価 なし  

その他事業

化全般 

医師主導ではなく製造販売業者であるアムテックが主導となり事

業化を中心としたプロジェクトを進めること。 

アムテックが中心となり、脊椎制動具の前段階として脊椎固定具

を開発する方針に変更し脊椎制動具の開発は成果を得ることができ

た。 

 

(9) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし  
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1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

（１）脊椎固定具の薬事申請に向けた追加試験の実施 

   脊椎固定具については PMDA の対面助言を終了し、初期固定性が既承認品と同等以上であることを示すことで臨床試験を省略できる可能性

があるとのことであった。平成 29 年度前半に模擬骨を用いて試験検体に破損しない程度の一定のモーメントを屈曲・伸展方向に作用させた

際の椎間の可動域を測定し、脊椎固定具の設置後に可動域が減少すること示す予定である。 

 

（２）脊椎固定具の薬事申請 

   上記の追加試験終了後に PMDA の指導のとおりフォローアップ面談を利用、薬事申請に必要なデータが得られていることを確認し、平成 29

年度内に薬事申請を行う。 

 

（３）脊椎制動具の薬事申請に向けた PMDA 面談 

   脊椎制動具の薬事申請に必要なデータ収集について、PMDA 面談を受ける。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 産学官連携・インキュベーション事業部 

〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成 6丁目 6-3 

電話: 022-343-0489 / FAX: 022-279-8880 / E-mail: s-saito@icr-eq.co.jp 


