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1. 事業の概要 

脊柱変形矯正手術において、施術前に患者に最適な形状の脊椎インプラント（ロッド）をシミュレー

ションソフトで作製し、それを基に 3D 積層造形（3D プリンター）技術で造形する。これによって、従

来は施術時に執刀医が手作業によりストレートのロッドを曲げていた工程を省き、より適合度が高く短

時間で患者に負担の少ない安全な治療法を提供する。 

 

 
高適合・短時間施術を実現する、3Dモデリング及び3D積層造形を応用した

カスタムメイド脊柱変形矯正用インプラントの開発・事業化

術者の勘に頼ることのない個別・小型対応化された脊椎インプラント
国立大学法人北海道大学・国立大学法人東北大学・

株式会社コイワイ・株式会社ノア・株式会社ロバート・リード商会

H28-001

3D積層造形を応用した脊柱変形矯正用インプラント

患者に最適な形状の脊椎インプラント（ロッド）

日本のものづくり活性化

Class Ⅲ

従来のロッド

積層造形ロッド

平成28（2016）年11月時点

 対象は国内年間1000人の思春期特発性側弯症患
者。

 従来の手術ではロッドの曲げ形成を医師が手術中
に行っており、患者形状に合っていない場合は、患
者負担が大きい。

ロッド曲げ加工によって生じる
Notch（上）と折損（右）

 患者に最適な形状の製品を使用することで患者負
担が軽減し、低侵襲化及び安全性が向上する。

 ロッドの機械的強度が向上することで、金属折損や
可塑性変形による矯正損失が低減される。

 手術中の曲げ加工が不要なため、手術時間が短
縮され、感染や出血のリスクが低下する。

2007年より3Dプリンタでのものづくりを行ってきた㈱コイワイと
国産脊椎インプラントの開発・販売を手掛けてきた㈱ロバート・
リード商会による共同プロジェクト。
3D積層造形のスペシャリストと脊椎分野における幅広い経験
で、国産医療機器市場の拡大を狙う。

積層造形ロッド（本事業製造）

 
 

相談

申請

医療機関

北海道大学病院
・ 薬事戦略相談
・ 先端医療の実施

製販企業
第1種製造販売業［ 13B1X00233 ］

(株)ロバート ・ リ ード 商会
・ プロジェ クト 管理
・ 脊椎インプラント （ スクリ ュー等）
の設計・ 製造

・ 事業化推進/知財管理
・ 販売計画確立
・ 薬事戦略相談

医薬品医療機器総合機構
（ PM DA）

助言

承認

顧客
（ 国内）

研究機関

東北大学金属材料研究所
・ ロッ ド 製造技術の確立
・ 熱処理技術の確立
・ 力学特性評価、 非破壊検査 製造企業

医療機器製造業［ 14BZ200191 ］

(株)コイワイ
•ロッ ド 製造

事業管理機関

PL

委託事業実施体制

平成29（ 2017） 年４ 月時点

販売企業
高度管理医療機器等販売業

研究機関

北海道大学大学院
医学研究院

・ 脊椎インプラント の設計
と安全性試験

・ シミ ュレーショ ンソフト
設計

製造企業

(株)ノ ア
北海道技術開発センター

•シミ ュレーショ ンソフト
システム開発

中

新

SL

中

中

新
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1.1 事業の目的 

脊柱変形矯正治療は小児や高齢者に多く、脊柱の弯曲の程度や矯正可能な角度は患者によって異なっ

ており、これらを考慮しつつ、医師は経験や勘によりストレート形状のロッドに 3 次元形状を付与して

いる。このため、ロッドが各患者に適した形状に曲げられているとは限らず、患者形状に合致していな

い場合には、手術中の脊椎骨折、矯正不足、インプラントの折損などが生じるという問題点がある。さ

らに、ストレートロッドに加える曲げ加工部分が金属疲労するため、インプラントの折損は数％である

が、spring-back による矯正角の減少は全例に生じている。一方、脊椎インプラントの 95％以上は欧米

製であるため、日本人の体格にとってはスクリューとロッドの結合部分が大きく、インプラントの皮下

への突出や死腔の形成による術後感染のリスク、さらに骨移植母床の減少といった臨床上の問題がある。 

上記 2 点の問題解決策として、術中のロッド曲げ形成の手間を省き、術中に術者の勘に頼ることのな

い計画通りの適正な矯正が行え、術後の合併症を軽減できるような個別対応化されたロッドが求められ

ている。一方、スクリューとロッドの締結部は、日本人の体格に適合した、小型化されたものが求めら

れている。 

そこで本事業では、患者によって異なる脊柱の弯曲の程度や矯正可能な角度をリアルタイムで把握す

るシミュレーションソフトを開発し、このソフトを元に患者に最適なロッド形状を選択して手術に使用

するシステムを構築する。また、精密・高強度化に繋がる 3D 積層造形技術を活用して、ストレートロッ

ドの曲げ加工の代わりに、弯曲したロッドを電子ビーム積層造形技術を用いて積層造形ロッドとして製

造する。この際、ソフトは単体としての製品販売は行わず、ロッド製造工程の一部として使用する。さ

らに、ロッドと組み合わせて使用するスクリューに対して、日本人の体格に適合し、なおかつ従来品よ

りも脊柱変形矯正に効果的な小型化された製品開発を行う。以上、委託研究開発実施期間内に製品開発

を行ったロッドとスクリューに対して、各々薬事承認を得ることを最終目標とする。 

積層造形ロッドは平成 30 年 10 月に薬事申請を行い、平成 31 年 4 月に上市を目指す。スクリューは、

既製品のストレートロッドとの組み合わせにより、平成 29 年 12 月に薬事申請を行い、平成 30 年 10 月

の先行上市を目指し、その後、積層造形ロッドとの組み合わせに関しても平成 30 年 10 月に薬事申請を

行い、平成 31 年 4 月に上市を目指す。ソフトに関しては、積層造形ロッドが上市される平成 31 年 4 月

までに稼働することを目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ロバート・リード商会 

PL： 一青 英雄（株式会社ロバート・リード商会） 

SL： 須藤 英毅（国立大学法人北海道大学） 

共同体： ①国立大学法人北海道大学 

  ②国立大学法人東北大学 

  ③株式会社コイワイ 

  ④株式会社ノア 
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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 

 1) 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 CS積層造形ロッド 分類名称（一般的名称） 脊椎内固定器具 

対象疾患 脊柱変形 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 脊柱変形の手術を行なう医師 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

本品は整形外科において、胸椎、腰椎、仙椎及び腸骨における変性、変形、外傷、腫瘍、偽

関節などの脊椎障害のため、脊椎後方固定術に用いられる脊椎内固定器具であり、脊椎の一

時的な固定、支持又はアライメント補正を行う。 

薬事申請予定者 
株式会社ロバート・リード商

会 
医療機器製造販売業許可 13B1X00233 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社コイワイ 医療機器製造業許可 14BZ200191 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 平成 30（2018）年 10月 平成 33（2021）年 4月 

上市時期 平成 31（2019）年 4月 平成 34（2022）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 0.63億円／年（平成 33（2021）年時点） 0.1億円／年（平成 36（2024）年時点） 

市場規模（上市後 3年目）* 33.01 億円／年（平成 33（2021）年時点） 165億円／年（平成 36（2024）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 1.90％（平成 33（2021）年時点） 0.0006％（平成 36（2024）年時点） 

*競合品も含めた市場全体としての見込み 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 
【特長】 

ストレートロッドの曲げ加工の代わりに、患者に最適な形状の弯曲したロッドを、電子ビーム積層造

形技術を用いて積層造形ロッドとして製造する。 

これにより患者負担が軽減され、低侵襲化及び安全性が向上する他、ロッドの機械的強度が向上する

ことで、金属折損や可塑性変形による矯正損失が軽減される。 
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(1) -2 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 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 CVSスクリュー 分類名称（一般的名称） 脊椎内固定器具 

対象疾患 脊柱変形 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
脊柱変形の手術を行なう医

師 
新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

本品は整形外科において、胸椎、腰椎、仙椎及び腸骨における変性、変形、外傷、腫瘍、

偽関節などの脊椎障害のため、脊椎後方固定術に用いられる脊椎内固定器具であり、脊椎

の一時的な固定、支持又はアライメント補正を行う。 

薬事申請予定者 
株式会社ロバート・リード商

会 

医療機器製造販売業許

可 
13B1X00233 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ロバート・リード商

会 
医療機器製造業許可 13BZ200822 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 12月 平成 33（2021）年 4月 

上市時期 平成 30（2018）年 10月 平成 34（2022）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 3.18億円／年（平成 32（2020）年時点） 0.23億円／年（平成 36（2024）年時点） 

市場規模（上市後 3年目）* 125億円／年（平成 32（2020）年時点） 1250億円／年（平成 36（2024）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 2.54％（平成 32（2020）年時点） 0.0001％（平成 36（2024）年時点） 

*競合品も含めた市場全体としての見込み 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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【特長】 

日本人の体格にあった小型化したスクリューであり、なおかつ回旋矯正に優れる。 

（下表：本開発品と従来品との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、このスクリューには、通常のストレートコバルトク

ロム合金ロッドに対しても、本邦発の結晶組織制御技術により

金属剛性が高く、高耐食性を有した新規コバルトクロム合金で

ある COBARION®を使用する。 

積層造形ロッドの代わりに通常のストレートロッドを選択し

た場合でも、日本人の体格にあった小型化されたインプラント

がスクリュー、ロッドの両面から確実に使用される。 

 

 

項目 従来品 本開発品 

製品名 USS2 Polyaxial CVSスパイナルシステム 

製販企業 ジョンソン・エンド・ジョ

ンソン株式会社（米国） 

株式会社ロバート・リード商会

（日本） 

ロッド径 6mm 5.0mm と 5.5mm のいずれも製造

（ロッド径のサイズダウン） 

スクリュー 

径 x長 

4.2mm x 20mmが最小 4.0mm x 20mmが最小（小型化） 

スクリュー

とロッドと

の連結 

一度ロックがかかるとはず

れず、スクリューの向きも

変えられない 

連結の解除が容易であり、スクリ

ューの向きも変えられる 

（回旋変形の矯正に効果大） 

 

(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 

脊柱変形の手術を行う医師 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

  思春期特発性側弯症に対する治療法として使用する。インプラント代は償還価格で約 250万円、

対象患者数は国内年間 1,000 人で、年間 25億円のインプラント代を含め、総額 50億円*の治療費が

見込まれる（東京都医学予防協会資料を参考に算出）（世界ではインプラント代として 250億円が見

込まれる）。 

成人性、老人性後側弯に対しても応用可能であり、その場合の対象患者数は国内年間 5,000人で、

年間 125 億円のインプラント代と総額 250 億円の治療費が見込まれる（総務省人口統計を参考に算

出）（世界ではインプラント代として 1250億円が見込まれる）。  

*競合品も含めた市場全体としての見込み 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

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になる。米国のメドトロニックソファ

モアダネック株式会社、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社の 2社で 85％のシェアを占める。 

 

 2) 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） 

脊柱変形矯正の手術では、金属性の支柱であるロッドを脊柱に埋め込む矯正手術が標準であるが、

ロッドの曲げ形成は医師が手術中に手作業で行っている。このため、「どの程度の曲げ形成を行うか

は医師の経験と勘に左右されてしまう」、「患者形状に合っていない場合の患者負担が大きい」、「曲

げたロッドが元のストレート形状に戻ろうとして（spring-back；金属の形状記憶特性による）矯正

角度が減少してしまう」、「患者体内でロッドが折損する可能性がある」、「品質や臨床成績が担保で

きない」、等の課題がある。 

これらの課題を解決することが競合商品との差別化につながる。本事業の優位性は、インプラン

トによって脊柱の形を理想的な形に変える積極的治療法として、術後の脊柱配列までをも予測し、

最適な形状のロッドを立体造形して作製する 4D技術と、高強度を実現させた脊椎インプラント用ロ

ッドの開発事例は国内外を問わず存在しないことにあり、競合商品に対する差別化ポイントになる

（競合製品との比較表参照）。 

 

競合製品との比較表 

 提案機器 競合機器 

メーカー CVSスクリュー：株式会社ロバー

ト・リード商会 

セミカスタムメイド積層造形ロ

ッド：株式会社コイワイ 

① メドトロニックソファモアダネッ

ク株式会社  

② ジョンソン・エンド・ジョンソン株

式会社  等 

（代表的外資系 2社） 

概要 高度管理医療機器  

脊椎内固定器具 

高度管理医療機器  

脊椎内固定器具   

形式 チタン合金のスクリュー、ロッド

ホルダー、カラー＆ナット、コバ

ルトクロム合金ロッドからなる

脊椎固定術用インプラント。 

チタン合金のスクリュー、スクリューヘ

ッド、スリーブ、ナット、ロッドからな

る脊椎固定術用インプラント。 

特徴  ロッド：サイズと弯曲にバリ

エーションがある。強度に優

れているため、ロッド径が細

い（5.0mmと 5.5ｍｍ）        

 スクリュー：日本人の骨格に

合った短いものを準備して

いる（4.0mm x 20mm が最小） 

 スクリューとロッドとの連

結解除が容易であり、スクリ

ューの向きも変えられる（回

旋変形の矯正に効果大） 

 ロッド：ストレート形状のみであ

り、医師が曲げて使用。ロッド径

のサイズバリエーションもない

（6.0mm）。 

 スクリュー：日本人の骨格にあっ

た、短い長さのものがない（4.2mm 

x 20mm ，6.2mm x 30mm が最小） 

 スクリューとロッドとの連結：一

度ロックされると、解除に時間が

かかる（矯正をやり直す場合に時

間的なロスが大きい） 

企業 株式会社ロバート・リード商会

（製販） 

① メドトロニックソファモアダネッ

ク株式会社  

② ジョンソン・エンド・ジョンソン株

式会社  等 

売価  スクリュー(保険診療)：240

万円 

 従来のストレートロッド（保

険診療）：39,300円 

 スクリューとストレートロッドで

約 250万円 
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 セミカスタムメイドロッド

（先進医療）：40万円/1本 

保険償還点数 脊椎ロッド：39,300 円、脊椎スク

リュー(可動型)：100,000円、ト

ランスバース固定器：65,500 円、

脊椎コネクター：44,000円 

左記に同じ 

クラス分類 III III 
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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 

 

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）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
【CS積層造形ロッド】

コバルト材で積層造形ロッドの試
作を行ない、表面粗さ、引張り試
験、異方性の確認を行った。

量産機開発
【CS積層造形ロッド】

試作機開発・改良
【CVSスクリュー】

スクリューの一次試作を行った。

量産機開発
【CVSスクリュー】

シミュレーションソフト開
発

臨床研究

薬事申請
PMDA事前面談
第一回（2014/11/27）
第二回(2016/2/16)

知財対応 特許取得・申請済（国内）

販売戦略

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

①積層造形ロッドの試作と異方
性の確認
②スクリューの一次試作

CVSスクリュー改良タイプ上市（国内） 積層造形ロッド上市（海外：米国）
成人性、老人性後側弯症用積層造形
ロッド上市（国内）

CVSスクリュー二次設計 CVSスクリュー上市準備（国内） CVSスクリュー上市（国内）

①積層造形ロッドの試作・評価
②積層造形ロッド熱処理最適条件探索
③スクリュー二次試作開発と試験・評価
④スクリューに対する操作性の確認
⑤スクリュー三次試作開発と試験・評価
⑥シミュレーションソフト開発
⑦薬事戦略
⑧知財戦略
⑨販売戦略

①積層造形ロッドの内部欠陥の非破壊検査
技術の確立と力学特性との相関関係の定量
評価
②積層造形ロッドのASTM規格に準拠した力
学特性評価
③積層造形ロッドに対する生物学的安全性評
価
④積層造形ロッドの量産試作
⑤CVSスクリューの力学強度試験
⑥周辺機器デバイスの作製
⑦CVSスクリューの量産試作
⑧シミュレーションプログラムの開発
⑨シミュレーションプログラムのソフトへの実
装
⑩PMDA薬事戦略相談の実施（対面助言）
⑪CVSスクリューとCOBARION®材ストレート
ロッドとの組み合わせにおける薬事承認申
請、取得
⑫積層ロッドの開発中に得られた知見につい
て特許申請の必要性についての検討
⑬販売計画書の作成と広報活動の実施

①積層造形ロッド量産試作及び量産
②スクリュー及び周辺機器デバイスの量産試
作及び量産
③シミュレーションプログラムのソフトへの実
装
④積層造形ロッド薬事申請
⑤審査請求（特許申請済知財に対して）
⑥製品カタログ等の広報活動と学会での器械
展示
⑦CVSスクリュー先行上市

★
H29.12 CVSスクリュー

（既成品ロッドとの組み合わせ）

薬事申請

★
H30.10積層造形ロッド

薬事申請

PMDA：対面助言

生物学的安全性評価

積層造形ロッド試作・評価

（5回程度）

H30.11審査請求

（特許申請済知財に対して）

★
H30.10.上市（国内）

CVSスクリュー

★
H31.4.上市（国内）

積層ロッド

市場調査

二次試作・

試験・評価

三次試作・評価

スクリューに対する

操作性の確認

力学試験

既製品ロッドとの組み合わせ

量産試作・評価

力学特性評価

積層造形ロッドの内部欠陥の非破壊検査

技術の確立と力学特性との相関関係の定量評価

周辺器機デバイス（スクリュードライバー、ロッドホルダー等）の試作・改良

スクリュー及び周辺機器デバイス

の量産

スクリュー及び周辺機器デバイス

の量産試作・評価

対面助言資料作成

販売計画作成 日本側弯症学会、

日本脊椎インスツル

メンテーション学会での
器械展示・紹介

製品カタログ

取扱説明書

展示・販促ツール
準備

北大セミナー

ワークショップ

販促用

ビデオ

作製

力学試験

積層造形ロッドとの組み合わせ

積層造形ロッドの開発中に得られた新知見について

特許申請の必要性について検討

量産

応力解析用三次元脊椎

モデル試作版開発
シミュレーションプログラムの開発

シミュレーションプログラムのソフトへの実装

日本脊椎脊髄病学会

での器械展示・紹介

★
H34.4.上市（海外；米国）

★
H33.4.

海外（米国）薬事申請

積層造形ロッド熱処理

最適条件探索

ロッド形状の絞り込み選定

日本側弯症学会、

日本脊椎インスツル

メンテーション学会
での器械展示・紹介
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期  ● ●        

上市時期   ● ●       

支出額（単位：億円） 0.83 0.94 1.23 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

 うち委託費 0.78 0.79 0.33 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.15 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

売上高（単位：億円） － － 0.26 3.24 3.74 4.22 5.68 6.74 7.20 7.70 

 
うち積層造形ロ

ッド 
－ － 0.00 0.49 0.56 0.63 0.86 1.01 1.08 1.16 

 
うち CVS スクリ

ュー 
－ － 0.26 2.75 3.18 3.59 4.82 5.73 6.12 6.55 

積層造形ロッド  

(単位：本数) 
－ － － 324 374 422 568 670 720 770 

CVS スクリュー 

(単位：症例数） 
－ － 15 162 187 211 284 335 360 385 

 ② 海外（米国） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期      ●     

上市時期       ●    

支出額（単位：億円） － － － － 0.05 0.05 0.13 0.13 0.13 0.13 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － 0.07 0.07 0.13 0.13 0.13 0.13 

売上高（単位：億円） － － － － － － 0.07 0.16 0.33 0.49 

 

うち積層造形ロ

ッド 
－ － － － － － 0.02 0.05 0.10 0.15 

うち CVS スクリ

ュー 
－ － － － － － 0.05 0.11 0.23 0.34 

積層造形ロッド 

(単位：本数) 
－ － － － － － 20 50 100 150 

CVSスクリュー 

(単位：症例数） 
－ － － － － － 10 25 50 75 

※各年 4 月～3 月の年度で表記 
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 ③ 国内・海外（米国）合計 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 0.83 0.94 0.9 0.90 0.97 0.97 1.03 1.03 1.03 1.03 

 うち委託費 0.78 0.79 0.33 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.15 0.90 0.90 0.97 0.97 1.03 1.03 1.03 1.03 

売上高（単位：億円） 

 
－ － 0.26 3.24 3.74 4.22 5.75 6.90 7.53 8.19 

 
うち積層造形ロ

ッド 
－ － 0.00 0.49 0.56 0.63 0.88 1.06 1.18 1.31 

 
うち CVS スクリ

ュー 
－ － 0.26 2.75 3.18 3.59 4.87 5.84 6.35 6.88 

積 層 造 形 ロ ッ ド 

(単位：本数) 
－ － － 324 374 422 588 720 820 920 

CVSスクリュー 

(単位：症例数） 
－ － 15 162 187 211 294 360 410 460 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

１）投資計画  

【H28・H29】 

   スクリュー、ロッド試作機の開発費と機械試験費用及び薬事申請の準備費用。 

 

【H30】 

上市に向けたスクリュー、ロッド及び周辺手術器械の製造関連費用。 

 

【H31～H37】 

上市後の学会やセミナーにおける販売促進費用と生産規模拡大のための製造関連費用。 

 

２）回収計画  

脊柱管狭窄症などに対する一般的脊椎固定術では、1回の手術におけるインプラント代は償還価

格で約 20～70万円であるのに対し、本製品がターゲットとしている脊柱変形疾患は固定範囲が長

いためインプラント代は約 250万円となり収益性が高い。 

日本人の体格にあった脊椎インプラントであること、及び患者脊椎に最適な形状を付与すると

いう高い付加価値を有している積層造形ロッドであることを脊椎関連学会で積極的にアピールし、

さらにロバート・リード商会がこれまでに大学病院をはじめとする医療機関と定期的に開催して

いる手術セミナーを通して広く周知することにより販売数を確実に増やしていく。 

 

 

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”   

 ① 品質保証体制 

製販業者であるロバート・リード商会が事業化の主体となる。 

同社は、既に脊椎インプラント製品を 20 年以上製造・販売している実績があり、これまでも自社製

造・販売してきた製品に関して使用上の問題点等に関する情報を入手し、脊椎インプラントのみならず

周辺医療機器に関しても迅速に対応するアフターサービス体制を構築しており、販売体制や QMS等の品

質保証体制は確立している。 

今後も組織体制を維持・強化するため、新規人事採用を積極的に行いながら、社員教育を徹底してい

く。 
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 ② 広報・普及計画 

既存顧客への紹介、学会での器械展示やワークショップ開催に積極的な自己投資を行い、主体的に販

路を拡大していく。 

また、大学病院をはじめとする医療機関と共催して定期的にセミナーを開催しており、今後も自社製

品を使用した手術の見学や症例検討会を行って、製品を広く周知する体制を維持しながら更なる顧客拡

大を狙っていく。 

さらに、SLが在籍する北海道大学病院内に新規設置されたクリニカルシミュレーションセンターを利

用し、本製品を用いた技術トレーニングによる教育や人材育成にも力を入れていく。 

 

 2) ビジネス体制 

上市後のビジネス体制

製造企業
医療機器製造業［ 14BZ200191 ］

(株)コイワイ
・ ロッ ド 製造

製造企業

(株)ノ ア
北海道技術開発センター

•シミ ュレーショ ンソフト

製販企業
第1種製造販売業［ 13B1X00233 ］

(株)ロバート ・ リ ード 商会
・ 製品化・ 事業化
・ 知財の取りまとめ
・ 市場ヒアリ ング

販売企業
高度管理医療機器等販売業

平成28（ 2016） 年11月時点
顧客

（ 国内）

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 知財戦略検討状況 

● 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 

積層造形ロッドに関して新たに知財化に値する技術発明が生じたが、特許の有効性や販売戦略の

面から特許申請は行なわない。 

 

● 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

積層造形ロッド製造に関する特許は出願済みである事から、模倣品自体の製造は非常に困難であ

ると考えられる。 

 

 

 2) 開発戦略検討状況 

●開発リスクの明確化と対応 

積層造形に適した金属粉末の製造方法を確立した。つまり、積層造形に用いられる金属粉末の製

造方法は従来、ガスアトマイズ法が一般採用されているが、本研究開発においてプラズマ回転電
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極（PREP）法による製造技術の方が、遥かに真球度が高く、ポア（欠損）がない等の利点を有し

ていることが明らかとなった。但し、PERP 法による金属粉末を製造している企業は現時点で中

国にしかないため安定供給の面でリスクがある。このため、PERP 法による金属粉末を安定して

製造及び供給が可能な企業を国内で探していく。 

 

 3) 販売戦略等 

●販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

  製販企業であるロバート・リード商会は、1987 年より脊椎インプラントの販売を開始し、東京本

社をはじめ、札幌、大阪、岡山、福岡各地に営業スタッフを配し、東京平和島の物流センターに

おいて出荷業務を行なっていることから、既に販売チャンネル、供給（生産、物流）体制は確立

している。 

 

●アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

脊椎インプラントは体内埋没型製品のため、販売後の修理などのサービスは存在しないが、ロバ

ート・リード商会が東京本社を拠点として全国の営業スタッフが定期的に医療機関の訪問を行な

う。 

 

クレーム処理体制については、販売管理責任者及び安全管理責任者を任命し、クレームや製品に

関する問題があった場合に組織的に対応する体制を構築している。 

 

 

●QMS 等の品質保証体制 

 

ロバート・リード商会は 2006 年に ISO13485 を取得し、現在も継続・維持しており品質保証体制

を構築している。 

 

 

●広報・普及計画 

  毎年、国内外の脊椎外科医が参加する自社製品を用いたワークショップを行なっており、150 人前 

後の医師が参加する。この会を活用し製品の広報を行っていく。 

 

 4) 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 既に PMDA と 2 回の事前面談を行っており、

「既に 3次元積層で承認を得ている事例も出

ており、形状バリエーションも確定するので

あれば、カスタムメイドの概念にもあたらな

い」という見解から、「改良医療機器・臨床

試験なしで、申請後 5-6か月を目指して薬事

承認する」との PMDA からの明確な回答を受

けている。しかし、3D積層技術を脊椎分野に

応用し製品化した例は国内外にないため、そ

の評価法について検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

① 先に実施した PMDA 事前面談により「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」や「脊椎内固定器具審

査ガイドライン」に基づいて、機械的安全性

や生物学的安全性等の評価をしていくこと

で対応していくことが PMDAにより示された。

そのため、積層造形ロッド自体の評価法と脊

椎インプラントとの組合せ評価法を以下の

点について明確にするよう取り組み、平成 29

年度実施予定の対面助言へと進み非臨床 POC

を取得して薬事申請を行う。 

１） 最終製品のイメージ（ロッド形状バリエ

ーション）と製品化アルゴリズム 

２） 必要な力学試験と設定の根拠。機械的安

全性に関しては、積層方向による強度の

相違を考慮することが重要であり、最も
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ロッド製造過程で必要となるシミュレーシ

ョンソフトはソフト単体では販売をせず、本

製品の製造工程の中での専用ツールとして

使用するのであれば製造工程（あるいは製造

のための構造・設備の一部）と解釈され、本

プログラムは医療機器に該当するものでは

ないとの考え方が PMDA により示されてい

る。 

本事業実施期間内の当初計画では、シミュ

レーションデータからセミカスタムロッド

の形状バリエーションを確定するプログラ

ムを開発することとしているが、将来、ユー

ザーとなる医師の操作によって術前シミュ

レーションによりセミカスタムロッドを選

択する場合や、椎体骨切りが必要な骨癒合の

ある成人・老人脊柱変形に使用するためのフ

ルオーダーメイドカスタムメイドロッドを

製造する場合には、シミュレーションに使用

するソフトウェアに関しても医療機器に該

当する可能性があると考えられる。 

強度の弱い方向での力学試験を行う 

３） 機械的安全性評価の際、有限要素解析を

活用する場合に、その妥当性を説明する 

４） 溶出試験などで安全性が示されれば、埋

植試験などの動物試験までは不要との

見解であったため、積層造形ロッドの最

終製品が完成次第、溶出試験による細胞

毒性試験を実施する。 

 

② 当初計画より開発が進んだ場合、平成 29年

度から平成 30年度にかけて市販用コンピュ

ーター向けにシミュレーションに使用する

ソフトウェアを流通する際の当該ソフトウ

ェアに係る医療機器の該当性、並びに該当す

る一般的名称の有無を含め、承認/認証申請

の要否を引き続き検討する。 

知財 

① 最適な脊柱配列を得るための高強度ロッド

を作製することを目的とした特許として、既

に 3件の特許出願と、そのうち 1件の特許取

得を本事業への申請前に完了している。しか

し、今回、採択後の研究開発により、積層造

形ロッドに関して新たに知財化に値する技

術発明が生じた。 

① 積層造形ロッドの開発中に得られた知見に

ついて特許申請の必要性を検討する。但し、

本発明を本邦発の革新的技術として秘匿し、

特許申請を行わないかどうかを特許の有効

性や将来的な維持費用とともに販売戦略の

面から考慮して検討を重ねていく。 

技術 ・

評価 

① 3D 積層技術を脊椎分野に応用し製品化した

例は国内外にないため、電子ビーム積層造形

(EBM)に最適なコバルトクロム合金粉末の作

製技術や EBMを用いたコバルトクロム合金製

ロッドの最適製造条件（レシピ）を探索する

技術、さらに、3DCAD データから精密にモデ

リング作製を行う技術が必要になる。 

① 本コンソーシアムの分担機関である東北大

学金属材料研究所は EBMに最適なコバルトク

ロム合金粉末の作製技術や EBMにより作製さ

れた製品に対する高強度化のための熱処理

技術を有しており、株式会社コイワイは EBM

による立体造形技術を有しているため、これ

らの革新的コア技術を利用してスピード感

を持って開発していく。 

その他

事業化

全般 

① 積層造形ロッドの製造コストが高額になる

恐れがある。 

① 先進医療としてロッド 1 本 40 万円、合計 2

本 80 万円で混合診療としての販売を想定し

ているが、販売量の増加あるいは研究開発当

初から製造コストが下がる見込みの場合に

は、特定保健医療材料区分 C1（新機能）によ

る保険適応（15-20 万円/1本）を行い、さら

なる販売量の増加を目指す。 
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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 

ロッド開発は、電子ビーム積層造形に最適なコバルトクロム合金粉末組成の最適化及びロッド製造条件の最適化の検討を行い、試作品に対する製

造条件の見通しを立てる。また、積層方向による残留応力を消失させるために、逆変態熱処理技術のテストを行い、熱処理に最適な条件の見通しを

立てる。 

スクリュー開発は、既に終了した一次試作の結果を元に、二次試作を行う。二次試作したスクリューに対する機能評価を行い、問題がなければプ

レ強度試験とスクリューに対する操作性の確認を行う。これらの結果を元にして三次試作の設計と試作を行い、機能試験、製品安全性試験の再確認

後に製品として販売できるかどうかの見通しを立てる。 

シミュレーションソフト開発は、応力解析用 3次元脊椎モデルを開発し、3次元脊椎モデルに対する応力解析を可能とするプログラムの試作版を作

製する。これにより、ロッド形状の違いによって脊柱に負荷される応力の変化を有限要素解析の実施により明らかにする。 

 

(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 

CS積層造形ロッド 患者に最適な形状を有した電子ビーム積層造形を用いたコバルトクロム合金製ロッド 

CVS スクリューシステム 日本人の体格にあった脊椎用スクリューインプラントとその周辺器械 

 

(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開発戦略 

作業項目：ロッド、スクリュー、シミュレ

ーションソフトについて平成 28 年度の作業

項目を以下に各々記載する。 

 

１－１）ロッド開発 

１－１－１）積層造形ロッドの試作・評価 

東北大学がロッド作製に必要な、コバルトク

ロム合金粉末組成の最適化及びロッド製造

条件の最適化（電流値、加速電圧、走査速度、

走査間隔など）の検討を行い、この条件を元

に、コイワイが積層造形ロッドの試作を行な

う。さらに試作したロッドに対する力学特性

評価を東北大学が行う。以上の試作・評価を

繰り返して試作品の製造条件の見通しを立

▶ 

 

 

 

 

 

 

１－１） 

１－１－１）【進捗 80％：〇】 

疲労強度低下の原因である析出物(σ 相)が生じに

くい組成を規格(ASTM F75)の組成範囲内で最適化

し、Cr含有量を下限に近い 27.1-27.2mass%とした。

また、欠陥の原因となるトラップガスがほとんどな

いプラズマ回転電極（PREP）法に着目し、PREP粉末

の特性評価(組成と電気抵抗)を行った。また、新規

の造形条件最適化手法を構築し、アトマイズ粉で造

▶ 

 

 

 

 

 

 

１－１） 

１－１－１） 

積層造形プロセスの凝固メカニズムを解明し、

学理に基づいたプロセス設計に繋げるために、

急冷凝固実験とシミュレーションを活用して、

材料科学に立脚したパラメータで整理した凝

固マップの構築を検討する。また、PREP 粉末

の有効性を検討するために、新規プロセス最適

化手法の有効性を用いて、PREP 粉末の造形条
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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 

てる（試作・評価は５回程度を予定する）。 

 

 

 

 

 

１－１－２）積層造形ロッド熱処理最適条件

探索 

コイワイが試作した積層造形ロッドをもと

に、東北大学で逆変態熱処理のテストを行

い、熱処理に最適な条件の見通しを立てる。 

 

 

 

 

 

 

１－２）スクリュー開発 

１－２－１）二次試作開発と試験・評価 

既に終了した一次試作の結果を元に、北海道

大学で基本デザインを行なった二次試作に

対して、スクリューの詳細設計を外注する。

出来上がった設計を元にして評価を行い、試

作品を外注する（スクリューなど約 200本程

度）。さらに試作品の機能試験を外注した後、

ASTM （ American Society for Testing 

Materials International）規格でのプレ試

験（静的、動的試験ともに各々約 3 検体程度）

を行う。このプレ試験において薬事承認に必

要な強度が担保できるかの見通しを立てる。 

 

１－２－２）スクリューに対する操作性の確

認 

北海道大学とロバート・リード商会が、臨

床での実際の使用を想定して、ボーンモデル

と手術用器械（試作品）を使用して、インプ

形条件の最適化を行った。さらに、コイワイが造形

したロッドの機械特性評価を行った。また、種々の

形状のロッドにかかる応力分布を有限要素法で計

算した。 

 

 

 

１－１－２）【進捗 100％：〇】 

造形ロッドの組織均質化を目的として、熱処理条件

の最適化を行った。熱処理条件は 750℃12h→室温ま

で冷却→1000℃10min→室温まで冷却(3 サイクル)

の逆変態熱処理を行った。3 サイクルの熱処理によ

り、組織が均質化し粒径も微細になった。3サイク

ル熱処理ロッドの機械特性は、0.2%耐力 945MPa、最

大強度 1275MPa、破断伸び 45%であった。結晶粒径

は、136μm(造形まま)から 18μm(3 サイクル)に微

細化することを確認した。 

 

１－２） 

１－２－１）【進捗 70％：○】 

二次試作に対する詳細設計が完了し、二次試作品が

完成した。この試作品に対して、プレ試験を実施し、

薬事承認で必要な強度、製品の安全性が担保されて

いるかを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－２）【進捗 70％：○】 

操作性の確認を行なうために必要な器械のリスト

アップを行ない、設計を開始した。 

 

件の最適化を行う。また、機械特性評価として、

4点曲げ疲労試験と局所的なモーメント測定方

法を検討する。X 線 CT による内部欠陥の非破

壊検査手法も検討する。さらに、疲労強度改善

を狙った表面処理としてショットピーニング

を検討する。 

 

１－１－２） 

現時点で 3 サイクルの逆変態熱処理の影響を

評価し、平成 28年度の目標は達成した。今後、

造形ロッドから試験片を切り出す場所による

特性の違いを評価し、それを均質化するための

熱処理技術の検討を行なう。 

 

 

 

 

 

１－２） 

１－２－１） 

二次試作品に対するプレ試験の結果と、1-2-2）

スクリューに対する操作性の確認から、インプ

ラントの設計改良に反映させるべき内容を精

査し、3次試作（最終）を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－２） 

試作器械の設計と、試作を完成し、操作性の

確認を行い、合わせてキャンチレバー試験を行

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 

ラントの設置方法を確認する。スクリューの

脱着などを繰り返すなどの負荷をかけたあ

とのキャンチレバー試験を外注する（約 6検

体程度） 

 

１－２－３）三次試作開発と試験・評価 

北海道大学とロバート・リード商会が、二次

試作試験結果をレビューし、さらにスクリュ

ーの三次試作の設計・試作を外注する（スク

リューなど約 170 本程度）。試作品の機能試

験、製品安全性試験の再確認後、製品として

販売できるかどうか見通しを立てる。なお、

三次試作が薬事申請に必要な最終の強度試

験用の試作になる。 

以上のスクリュー開発に対して、外注先と

しては以下の項目を満たす会社に依頼する。 

 スクリューの設計 

・米国プロフェッショナルエンジニア（PE）

の資格所有者が在籍している事 

・実際に販売されている製品（スクリュー）

の開発経験があるエンジニアが在籍してい

る事 

・特許の調査・確認ができ、スクリュー関係

の特許取得経験がある事 

・製造・強度試験を行なう会社と連携がとれ

る事 

 試作品の製造 

・実際に販売されている製品の製造（スクリ

ュー）をしている事 

・ISO13485 を取得している事 

 強度試験 

・ American Association for Laboratory 

Accreditation 認定機関である事 

・薬事承認に必要な試験が行える事 

 

１－３）シミュレーションソフト開発 

 

 

 

 

 

 

１－２－３） 

現在、二次試作品に対するプレ試験の結果を精査中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－３） 

平成 29 年 3 月までに三次試作（最終）を完成

できる見通しである。 
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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 

１－３－１）北海道大学が脊柱変形矯正用に

使用するシミュレーションモデルの基本デ

ザインを行った後、応力解析用 3次元脊椎モ

デルの作製と有限要素解析を実施できる会

社に依頼して応力解析用 3次元脊椎モデルを

開発し、3 次元脊椎モデルに対する応力解析

を可能とするプログラムの試作版を作製す

るとともに、ロッド形状の違いによって脊柱

に負荷される応力の変化を評価する。さらに

ノアが、実際の使用に向けたソフトの基本デ

ザインに関する見通しを立てる。 

 なお、来年度の予定としては、平成 29年前

期までにロッドとスクリューの試作機を開

発し、平成 29 年後期に実施する対面助言後

には、承認取得に向けた力学試験や生物学的

安全性試験を行う。 

１－３） 

１－３－１）【進捗 70％：○】 

北海道大学が脊柱変形矯正用に使用するシミュレ

ーションモデルの基本デザインを行った。応力解析

用3次元脊椎モデルの作製と有限要素解析を実施で

きる会社が世界で唯一カナダに存在したため

（Spinologics 社）、Spinologics 社と契約を締結し

て応力解析用 3次元脊椎モデルの開発と 3次元脊椎

モデルに対する応力解析を可能とするプログラム

の試作版を作製した。 

１－３） 

１－３－１） 

3次元脊椎モデルに対する応力解析を可能とす

るプログラムを用いて、平成 29 年 3 月までに

ワーストケースとして設定したロッド形状と

患者情報から脊柱に負荷される応力の変化を

評価する。さらにノアが、患者形状に最適なロ

ッド形状のセミカスタム化に向けて、ロッド形

状の絞り込み選定作業を行う。 

②薬事戦略 

作業項目 

・体制づくり・・・既に済 

・薬事相談（PMDA：事前面談済） 

・薬事戦略相談（PMDA：非臨床 POC 取得に対

する対面助言） 

・医療機器製造販売申請・取得 

１－１）ロッド開発に対して 

既に薬事戦略に関する体制作りと 2回の事前

面談を終了しているため、平成 28 年度は平

成 29 年度に実施する対面助言に向けての資

料作りを行う。対面助言実施については、最

終製品のイメージ（ロッド形状バリエーショ

ン）と製品化アルゴリズム、必要な力学試験

と設定の根拠、必要な生物学的安全性試験の

項目について明らかにして、非臨床 POC取得

に対する PMDA の見解を得ることを目的とす

る。 

 

 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

１－１）【進捗 80％：○】 

「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」や「脊椎内固定器具審査ガ

イドライン」に基づいて、機械的安全性や生物学的

安全性等の評価法を検討している。具体的には、ロ

ッド自体の評価法と脊椎インプラントとの組合せ

評価法を以下の点について明確にするよう取り組

んでいる。 

 最終製品のイメージ（ロッド形状バリエーショ

ン）と製品化アルゴリズム 

 必要な力学試験と設定の根拠。機械的安全性に

関しては、積層方向による強度の相違を考慮す

ることが重要であり、最も強度の弱い方向での

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

１－１） 

平成 29 年度実施予定の対面助言に対する資料

の作成。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２）スクリュー開発に対して 

改良機器に該当するため、PMDA薬事戦略相談 

は必要としていない。このため力学試験後に

通常の薬事承認申請を行う。 

 

１－３）シミュレーションソフト開発に対し

て 

ロッド製造過程で必要となるシミュレーシ

ョンソフトはソフト単体では販売をせず、本

製品の製造工程の中での専用ツールとして

使用するのであれば製造工程（あるいは製造

のための構造・設備の一部）と解釈され、本

プログラムは医療機器に該当するものでは

ないとの考え方が PMDAにより示されている。 

 

 

力学試験を行う 

 機械的安全性評価の際、有限要素解析を活用す

る場合に、その妥当性を説明する 

 溶出試験などで安全性が示されれば、埋植試験

などの動物試験までは不要との見解であった

ため、積層造形ロッドの最終製品が完成次第、

溶出試験による細胞毒性試験を実施する。 

 

１－２）【進捗 100％：○】 

力学試験後に通常の薬事承認申請を行う。 

 

 

 

１－３）【進捗 80％：○】 

本事業実施期間内の当初計画では、シミュレーショ

ンデータからセミカスタムロッドの形状バリエー

ションを確定するプログラムを開発することとし

ているが、将来、ユーザーとなる医師の操作によっ

て術前シミュレーションによりセミカスタムロッ

ドを選択する場合や、椎体骨切りが必要な骨癒合の

ある成人・老人脊柱変形に使用するためのフルオー

ダーメイドカスタムメイドロッドを製造する場合

には、シミュレーションに使用するソフトウェアに

関しても、医療機器に該当する可能性があると考え

られるため、当初計画より開発が進展し、平成 29

年度から平成 30 年度にかけて市販用コンピュータ

ー向けに当該ソフトウェアを流通する際には、当該

ソフトウェアに係る医療機器の該当性、並びに該当

する一般的名称の有無を含め、承認/認証申請の要

否を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２） 

力学試験後に通常の薬事承認申請を行う。 

 

 

 

１－３） 

平成 29年度から平成 30年度にかけて市販用コ

ンピューター向けにシミュレーションに使用

するソフトウェアを流通する際の当該ソフト

ウェアに係る医療機器の該当性、並びに該当す

る一般的名称の有無を含め、承認/認証申請の

要否を引き続き検討する。 

 

③知財戦略 

作業項目 

・体制づくり・・・既に済（理由：販売物流

モデルとしてロバート・リード商会が特許取

得を果たしたほか、ロッド製造方法に関し

▶ 

 

 

 

 

 

 

▶ 
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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 

て、北海道大学とロバート・リード商会で共

同出願を果たした。また、積層造形技術に関

して東北大学金属材料研究所において国内

特許を取得しており、PCT 出願後の欧州国内

移行の手続きも行っている） 

・戦略検討・・・既に済（理由：患者画像か

ら最適な形状のロッドをデザインし、高強度

ロッドとして積層造形するためには上記特

許は必須のものであり、製品化としての戦略

検討は十分であると考えられるため） 

・出願準備・・・既に済 

・出願・・・既に済 

平成 28年度に実施予定の知財戦略はないが、

事業の進捗に応じて新たな特許取得の可能

性が発生する場合には、ロバート・リード商

会を中心として、北海道大学産学・地域連携

機構や東北大学産学連携機構がアドバイザ

ーとなり知財戦略を固めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 90％：○】 

最適な脊柱配列を得るための高強度ロッドを作製

することを目的とした特許として、既に 3件の特許

出願と、そのうち 1 件の特許取得を本事業への申請

前に完了している。しかし、今回、採択後の研究開

発により、積層造形ロッドに関して新たに知財化に

値する技術発明が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積層造形ロッドの開発中に得られた知見につ

いて特許申請の必要性を検討する。但し、本発

明を本邦発の革新的技術として秘匿し、特許申

請を行わないかどうかを特許の有効性や将来

的な維持費用とともに販売戦略の面から考慮

して慎重に検討を重ねていく。 

④販売戦略 

作業項目 

・チャンネルの確保・・・既に済 

・アフターサービス体制の構築・・・既に済 

・市場調査 

・販売計画作成 

・広報戦略実施 

・量産 

・上市 

ロバート・リード社の既存販売ルートを使用

可能であるため、物流販売体制にかかるチャ

ンネルの確保やアフターサービス体制の構

築は既に確立している。平成 28 年度は市場

調査について行い、平成 29 年度実施予定の

販売計画の作成及び広報戦略の実施につい

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

既に市場把握は完了しており、競合製品を使用して

いる顧客情報の獲得にも着手している。 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度実施予定の販売計画の作成及び広

報戦略の実施に向け、ターゲットになる顧客の

情報を引き続き収集する。 
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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 

ての見通しを立てる。 

⑤管理運営戦略 

事業管理機関であるロバート・リード商会

は、事業化に向けての管理運営を本事業実施

期間内を通じて行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

各事業機関と再委託契約を締結済み。事業化にむけ

て順調に進んでいる。 
▶ 

 

平成 29 年度も各事業機関と再委託契約を締結

し、事業化にむけた管理を着実に実施する。 

 

(4) 28 年度の到達点（総括） 

 平成 28年度は、医工連携事業化推進事業への採択に向けて提出した提案書及び採択後

に提出した研究開発計画書に記載した内容通りに順調に計画が実施されている。 

 

その中で特筆すべき成果として、積層造形に適した金属粉末の製造方法を確立したこ

とが挙げられる。積層造形に用いられる金属粉末の製造方法は従来、ガスアトマイズ

（Atomize）法が一般採用されているが、本研究開発において確立したプラズマ回転電極

（PREP）法による製造技術の方が、遥かに真球度が高く、ポア（欠損）がない等の利点

を有していることが明らかとなった（右上図）。さらに、特許出願技術である、逆変態熱

処理技術による組織微細化にも成功しており（右下図）、これら、ロッド製造技術と熱処

理技術によって作製されたコバルトクロム合金ロッドの機械的特性は、現在 ultimate 

tensile strength(UTS)が 1275MPa にまで到達している。一般的なチタン合金ロッドは、

725MPa であり、コバルトクロム合金ロッドが 896MPa であることからも残留応力がなく、

なおかつ高強度ロッドが製造可能なことが実証されており、今後は現在作製中のシミュ

レーション技術を搭載した有限要素解析により、脊柱の柔軟性や骨密度などを考慮して

ロッド形状を安全域で作製する作業工程に移行する予定である。 

 以上は全て、「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」

に沿って開発を進めているが、この評価指標にも記載がない材料科学分野においても、

造形パラメータ設定を合理的に行う手法の研究開発を同時に進めている。これは、単に

薬事を取得するだけではなく、今後の薬事承認に対する基準となるような指標を提案で

きる可能性があることを意味している。また、モノづくりを進める上で、高品質を担保

した製品を供給できる事にも繋がるため、単なる形状付与技術にとどまらない 3D 積層造

形による医療用デバイス製造の規範となる総合的技術開発を実現できることが期待でき
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る。 

 

一方、スクリュー開発に対しても、平成 28 年度中に行う最終試作とそれに

続く力学試験結果が良好であれば、積層造形ロッドを除くスクリューシステム

（販売名 CVS スパイナルシステム）のみを先行上市することが確実になる。 

 

さらに、この脊椎内固定器具の事業化戦略において、採択後に大きく進展し

た事項として、通常のストレートコバルトクロム合金ロッドに対しても、革新

的な技術開発に基づいたロッドを株式会社エイワより供給可能となった点が

挙げられる。 

この内固定金属である COBARION®は、コンソーシアムメンバーである東

北大学金属材料研究所千葉晶彦教授が開発し、 (財)いわて産業振興センター

が商標登録した新規金属材料であり（研究種目名：文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラムグローバル型、平成 22年～25年、研究課題名：

「いわて発」高付加価値コバルト合金によるイノベーションクラスターの形成）、独自の結晶組織制御技術により金属剛性が高く、高耐食性を有した

新規コバルトクロム合金である（右上図：http://www.eiwa-heartmake.com/cocrmo/より転載）。MRIなどの医療用画像撮影の際にも干渉することが少

ないという優れた特徴を有しているために医療分野での応用が高く期待されており、既に薬事承認も取得されている。これにより、通常のストレー

トロッドを使用した場合においても日本人の体格にあった小型化されたインプラントが確実に実現される。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(2) 平成 28 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 

事業化に向けた体制作りは出来ている。 

 

 2) 事業の進め方 

事業化に向けて当初計画通りに進行している。 

 

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。 ○十分
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。 △一部
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。 △一部
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。 ○十分
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）。 ○十分
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。 ○十分

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。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

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。 該当せず
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。 ○十分

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。 △一部
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。 ○十分

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。 ○十分
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。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部
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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 3) その他 

特になし 
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(3) 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 

ストレートロッドの使用に関しては従来の

コバルトクロム合金を採用予定 

ストレートロッドの使用に関して、株式会社

エイワの COBARION®を採用する。 

独自の結晶組織制御技術により金属剛性が

高く、高耐食性を有した新規コバルトクロム

合金であるため、通常のストレートロッドを

使用した場合においても日本人の体格にあ

った小型化されたインプラントが確実に実

現されるため。 

事業化体制 特になし。   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

特になし。   

 

(4) 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 シミュレーションソフトに関しては、医療機器としての薬事申請

は必要ないのか 

積層造形ロッド製造過程で必要となるシミュレーションソフトは

ソフト単体では販売をせず、本製品の製造工程の中での専用ツール

として使用するのであれば製造工程（あるいは製造のための構造・

設備の一部）と解釈され、本プログラムは医療機器に該当するもの

ではないとの考え方が PMDA により示されている。 

本事業実施期間内の当初計画では、シミュレーションデータから

セミカスタムロッドの形状バリエーションを確定するプログラムを

開発することとしているが、将来、ユーザーとなる医師の操作によ

って術前シミュレーションによりセミカスタムロッドを選択する場

合や、椎体骨切りが必要な骨癒合のある成人・老人脊柱変形に使用

するためのフルオーダーメイドカスタムメイドロッドを製造する場

合には、医療機器に該当する可能性があると考えられる。 

このため、当初計画より開発が進んだ場合、平成 29年度から平成

30 年度にかけて市販用コンピューター向けに当該ソフトウェアを流

通する際には、当該ソフトウェアに係る医療機器の該当性、並びに

該当する一般的名称の有無を含め、承認/認証申請の要否を検討して

いる。 
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領域 指摘事項 対応 

知財 積層造形ロッドの開発中に得られた知見について特許申請の必要

性はないのか。 

積層造形ロッドの開発中に得られた知見について特許申請の必要

性を検討する。但し、本発明を本邦発の革新的技術として秘匿し、

特許申請を行わないかどうかを特許の有効性とともに販売戦略の面

から考慮し検討を重ねていく。 

技術・評価 なし  

その他事業

化全般 

なし  

 

(5) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし。  

 

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 29 年度の事業概要 

積層造形ロッド開発は、平成 28年度に実施した電子ビーム積層造形に最適なコバルトクロム合金粉末組成の最適化及びロッド製造の最適化条件を

最終確定させ、さらに、逆変態熱処理技術に関する最適化条件を確立させる。これにより試作機を開発し、PMDA 対面助言を実施する。その後薬事承

認に必要な力学試験と生物学的安全性試験を実施し、スクリューとの組み合わせ力学試験についても実施する。 

スクリュー開発は、平成 28 年度に最終設計・試作した CVS スクリューと COBARION®材によるストレーロッドを用いて薬事承認に必要な力学試験を

実施し、積層造形ロッドを除いた、CVS スクリューと COBARION®材によるストレーロッドの組み合わせにより薬事承認申請・取得を行い、平成 30 年

10月先行上市に向けた準備を整える。 

シミュレーションソフト開発は、サイズバリエーションを確定させたセミカスタム化積層造形ロッドの形状から脊柱変形矯正手術をシミュレーシ

ョンするプログラムを開発し、このプログラムを市販用コンピューター対応のソフトに実装する作業に取り掛かり、平成 30年度に完了させる見込み

を立てる。 

 

 

(2) 平成 29 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

【開発戦略】 

① 積層造形ロッドの内部欠陥の非

破壊検査技術の確立と力学特性

との相関関係の定量評価 

 

東北大学 

株式会社コイワイ 

 

Ｘ線 CT技術を用いた非破壊検査技術を確立するために、東北大学とコイワイがＸ

線 CT 技術を用いて積層造形ロッドの数μｍ程度以上の内部欠陥を調べる。東北大学

が実測による強度データと内部き裂（欠陥）を考慮した有限要素法解析を用いて内
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項目名 実施主体 具体的な内容 

部欠陥と力学特性の相関を定量化し、非破壊検査技術を確立し完了させる。 

② 積層造形ロッドの試作機開発と

ASTM 規格に準拠した力学特性

評価 

東北大学 

株式会社コイワイ 

北海道大学 

東北大学とコイワイが積層造形ロッドの製造条件を最終確定させて、コイワイが

試作機を開発する。開発した試作機に対して、北海道大学が積層ロッドに対しては

ASTM F2193規格を用いて、積層造形ロッドとスクリューとの組み合わせに対しては、

ASTM F1717 規格を用いて力学強度試験を外注し力学特性を評価する。この力学強度

試験には既存製品のコバルトクロム合金性ストレートロッドをワーストケースとし

て設定している角度に曲げた状態と比較して、本開発品の積層造形ロッドの非劣性

及び力学的優位性を示す試験も含む。 

③ 積層造形ロッドに対する生物学

的安全性評価 

北海道大学 

 

北海道大学が積層造形ロッドと既存製品のコバルトクロム合金性ロッドを用いた

溶出試験を細胞毒性の観点から比較し、積層造形ロッドの生物学的安全性を証明す

る。 

④ 積層造形ロッドの量産試作 株式会社コイワイ コイワイが積層造形ロッドを量産試作する。 

⑤ CVSスクリューの力学強度試験 北海道大学 

 

北海道大学が ASTM F1717 規格による CVS スクリューと COBARION®材ロッドを組み

合わせた力学強度試験を外注し、薬事承認申請用のデータ基準を満たしているかを

評価する。 

⑥ 周辺器機デバイス（スクリュー

ドライバー、ロッドホルダー等）

の作製  

ロバート・リード商会 ロバート・リード商会が周辺器機デバイス（スクリュードライバー、ロッドホル

ダー等）の設計と試作品を完成させ、量産化に向けた準備を整える。 

⑦ CVSスクリューの量産試作 ロバート・リード商会 ロバート・リード商会が CVS スクリューを量産試作する。 

⑧ シミュレーションプログラムの

開発 

北海道大学 

株式会社ノア 

北海道大学とノアがサイズバリエーションを確定させた（セミカスタム）積層造

形ロッドの形状から脊柱変形矯正手術をシミュレーションするプログラムを開発す

る。この際、北海道大学が応力解析用 3 次元脊椎モデルの作製と有限要素解析を実

施できる会社として平成 28年度に契約した Spinologics社に依頼して有限要素解析

を実施し、安全域で積層造形ロッドが作製されているかを確認する。 

⑨ シミュレーションプログラムの

ソフトへの実装 

株式会社ノア 株式会社ノアが⑧で開発したプログラムを市販用コンピューター対応のソフトに

実装する作業に取り掛かり、平成 30年度に完了させる見込みを立てる。 

【薬事戦略】 

⑩ PMDA薬事戦略相談の実施 

 

北海道大学 

東北大学 

ロバート・リード商会 

 

北海道大学と東北大学及びロバート・リード商会が積層造形ロッドに関する力学

評価試験（①、②）及び生物学的安全性試験（③）の実施にあたり、対面助言を実

施する。 

⑪ CVSスクリューと COBARION®材ス

トレートロッドとの組み合わせ

における薬事承認申請、取得 

ロバート・リード商会 ロバート・リード商会が CVS スクリューと COBARION®材ストレートロッドとの組み

合わせにおける薬事承認申請、取得を行い、平成 30 年 10 月先行上市に向けた準備

を整える。 

【知財戦略】 

⑫ 積層造形ロッドの開発中に得ら

れた知見について特許申請の必

 

東北大学 

北海道大学 

 

東北大学と北海道大学及びロバート・リード商会が積層造形ロッドの開発中に得

られた知見について特許申請の必要性を検討する。但し、本発明を本邦発の革新的
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項目名 実施主体 具体的な内容 

要性についての検討 ロバート・リード商会 

 

技術として秘匿し、特許申請を行わないかどうかを特許の有効性や将来的な維持費

用とともに販売戦略の面から考慮して慎重に検討を重ねていく。 

【販売戦略】 

⑬ 販売計画書の作成と広報活動の

準備 

 

ロバート・リード商会 

 

 

ロバート・リード商会が販売計画書の作成を行うとともに、平成 30 年 10 月先行

上市予定の CVS スクリューシステムに対する製品カタログなどの広報活動の準備に

着手する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ロバート・リード商会 スパイン事業部 

〒112-0002 東京都文京区小石川 4丁目 22-2 小石川 4丁目ビル 

電話: 03-3830-7375 / FAX: 03-3830-7376 / E-mail: tsegawa@robert-reid.co.jp 

 

 


