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第１章 研究開発の概要 

整形外科領域における人工骨、人工関節などのデバイスを用いた治療の分野では、

海外製品のシェアが 90％以上を占めている。欧米人と日本人の体形の違い、疾病特異

性の違い、文化や生活習慣の違いなどから、既存のデバイスでは、デバイスを挿入す

るために患者の骨を削り、骨形状をデバイスに適合させる場合が多く、骨欠損などを

有する疾病においては治療に限界がある。したがって個々人の病態や骨形状にデバイ

スを適合させるテーラーメード医療として利用できる日本人向けの手術機器の開発が

求められている。 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

本事業では、現在医療現場が直面している問題を解決するために、１．微細構造造

形技術、２.表面処理技術、３．設計技術、４．臨床試験施行のための整備、の各項目

の技術課題を改良し、生体活性および力学的・形状的適合性に優れたテーラーメード

型チタン製骨関節疾患治療デバイスを開発し、臨床応用することを目的とする。 

平成 23 年度においては、内部構造を均一化させ、微細構造を向上させるためにＳＬ

Ｍ（レーザー出力装置）条件を安定させることを目指す。また、表面処理技術に関し

ては、生体活性処理時間の短縮を主な目的とする。臨床試験に関しては、臨床プロト

コルを作成し、特に歯科口腔外科分野においては顎関節再建デバイス開発を行う。 

 

１－２ 研究体制 

（１）研究組織及び管理体制 

１）研究組織（全体）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐川印刷株式会社 

独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 

国立大学法人 京都大学 

 

国立大学法人 愛媛大学 

中部大学 

再委託 

再委託 

再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

独立行政法人国立病院機構 

京都医療センター病院長 

中村孝志 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

国立大学法人 京都大学 

整形外科院内講師 

藤林俊介 
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２）管理体制 

①事業管理機関 

［佐川印刷株式会社］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②再委託先 

［独立行政法人国立病院機構京都医療センター］ 

 

 

 

 

 

［国立大学法人京都大学］ 

 

 

 

 

［国立大学法人愛媛大学］ 

 

 

 

 

 

［中部大学］ 

 

 

 

 

 

社長 常務 財務・経理

部 

経理課 

総務部 営業企画室 

生産技術本部 新規事業・技術開発室 

製造部 日野工場 

ＤＰＰ部 本社ＤＰＰ 

厚木工場 

人事部 人事課 

学長 医学部附属病院 歯科口腔外科 

社会連携課 医学部研究協力課 

院長 臨床研究センター 臨床研究企画運営部 

事務部 管理課 第二庶務係 

総長 医学部附属病院 整形外科 

事務部 経理・調達

課 

産学経理掛 

 総長 学長 副学長 生命健康科学部 生命医科学科 

センター長 研究支援センター 研究支援課 
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（２）管理員及び研究員 

【事業管理機関】 

佐川印刷株式会社 

①管理員 

氏名 所属・役職 

岸田 忍 

奥原耕三 

藤野昌宏 

経理課課長 

人事課主任 

経理課 

 

②研究員 

氏名 所属・役職 

川田善一 

佐々木清幸 

坂本正臣 

石田敦史 

酒井要 

山本晃 

ＤＰＰ部部長 

生産技術本部 新規事業・技術開発室次長 

製造部 厚木工場 設備技術係長 

ＤＰＰ部 本社ＤＰＰ主任 

製造部 日野工場 設備技術主任 

総務部 営業企画課 

 

【再委託先】 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

研究員 

氏名 所属・役職 

中村孝志 院長 

 

国立大学法人京都大学 

研究員 

氏名 所属・役職 

藤林俊介 

竹本充 

秋山治彦 

院内講師 

助教 

准教授 

 

国立大学法人愛媛大学 

研究員 

氏名 所属・役職 

住田知樹 

藤田陽平 

講師 

研究員 

 

中部大学 

研究員 

氏名 所属・役職 

松下富春 

小久保正 

教授 

教授 
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（３）経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

（事業管理機関） 

佐川印刷株式会社 

 （経理担当者）財務・経理部 経理課長   岸田忍 

 （業務管理者）取締役常務    浦上一行 

 

（再委託先） 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

 （経理担当者）事務部 管理課 庶務班第二庶務係長 松本政浩 

 （業務管理者）臨床研究センター長   島津章 

 

国立大学法人京都大学 

 （経理担当者）事務部 経理調達課 産学経理掛長 福島慎吉 

 （業務管理者）整形外科 院内講師   藤林俊介 

 

国立大学法人愛媛大学 

 （経理担当者）医学部 研究協力課長   亀岡輝芳 

 （業務管理者）附属病院長    横山雅好 

 

中部大学 

 （経理担当者）財務部 財務課長    岡畑満孝 

 （業務管理者）研究支援センター課長   高島昌明 
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１－３ 成果概要 

 

１－３－１ デバイス製造（佐川印刷） 

大学病院にて患者疾病部（欠損した骨・関節）を撮影した三次元 CT 画像データを基に、レー

ザービームでチタン粉末を溶融し三次元構造を作り出す選択式レーザー溶融（SLM）法を用いて、

欠損部位に適合するチタン製デバイスの造形を担当した。新ファイバーレーザー装置により実際

に造形を行い、まずは寸法誤差のない造形物を製造するための造形パラメータを決定することが

できた。しかし、密度（比重）に関して、自主基準（密度 0.5%以内）をクリアしているものの、

以前と同等の結果が得られていない。これは内部空隙の有無を確認するための指標でもあり、限

りなくゼロにするための造形パラメータを確定させる必要がある。 

今期はレーザー装置の入手の遅れもあり、既設のレーザーと同等の造形物が得られる状態にま

で造形パラメータを未だ十分には追い込めていない。また、力学的試験においても十分な数の試

験片を提供できておらず、次年度以降も、愛媛大学の臨床試験に使用される骨造成手術用テー

ラーメードチタンメッシュプレート（GBR）、口腔外科、整形外科分野における 骨関節再建手術

用テーラーメードデバイス（人工関節）や京都大学を中心とした手術支援ガイド（螺子ガイド）

等のデバイスについて、個々の仕様に応じた造形を行いながら、中部大学と連携し、試験片の造

形と評価試験を繰り返し、機差による違いを収拾できる造形パラメータ追求をしていく。 

デバイス設計に関しては、佐川印刷と愛媛大学に３Ｄ-ＣＡＤソフトウェアを導入し、既に同じ

ソフトウェアを設備している京都大学とデザインを共有できる環境を整備した。ソフトウェアは

多様な機能を備えており、設備後まだ間もないこともあって、その全てを習得できていない段階

である。平成２４年度にはソフトウェアの操作に関する知識を深め、再委託先研究機関との連携

のもと、品質の高いデバイスデザインに取り組んでいく。 

 

１－３－２ 表面処理技術の開発および SLM 材の材料特性評価（中部大学） 

表面処理技術の開発およびSLM法で調製した材料の特性評価を行った。表面処理技術に関しては、

酸-加熱処理の効率的な処理法について検討を行い、SLM法による造形とそれに続く生体活性処理に

よりテーラーメードデバイスを短期間に製造・供給できることを示した。また、手術時のデバイス

把持や患部への挿入を考慮して、生体活性処理したデバイス表面にせん断力を働かせた場合の生体

活性の変化を実験的に調査し、酸処理が生体活性保持に有効であることを示した。さらに、開発し

た生体活性付与技術を用いてSLM 法により造形されたTi金属製動物用デバイスや顎骨再建用デバイ

スに生体活性を付与できることを確認した。次いで、新たに導入した解析ソフト（Mechanical 

Finder Ver.6.1Mechanical Finder Ver.6.1：㈱計算力学センター）を用いて愛媛大で臨床試験に使

用される顎関節デバイスの応力解析を行い、強度的に問題の無いことを予測した。材料特性評価に

関しては、まず、疲労強度を考慮したSLM造形物の構造設計に必要な基礎データを収集するために、

板材の曲げ疲労試験法を確立した。この方法で10６サイクルにおけるTi金属SLM材の疲労強度と圧延

材のそれとを比較し、SLM材の方が若干高めの疲労強度になる結果を得た。疲労試験を継続しさらな

る疲労強度データの蓄積が必要である。次いで顎関節摺動面の摩擦低減策として、チタン合金表面

上に被覆したDLCの表面粗さや被覆層の厚み、被覆層の剥離性を実験的に調査した。DLCと基材の密

着度が低い点が問題点として残った。また、DLC被覆材と超高分子ポリエチレン部材との摩耗試験を

実施するに至らなかった。 
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１－３－３ 臨床試験 1（整形外科）（京都大学） 

 本研究の目的は、純チタン粉末を原材料とし、患者疾病部を撮影したCT画像データ（DICOM）から

SLM法を用いて人工骨をテーラーメードで造形し、さらに表面化学処理により生体活性能を付与した

チタン多孔体人工骨（以下：試験デバイス）の頚椎前方再建手術における安全性と有効性を確認す

ることである。同時に術前画像情報から設計した術式、手術支援ガイド、テーラーメード人工骨の

作成、手術施行まで、一連の手術治療を画像シミュレーションに基づき、患者個別に施行するとい

う新規手術体系を提案し、その有効性を評価する。この臨床試験について、デバイスの作成プロト

コル及び臨床試験プロトコルを作成し、京大病院探索医療センターへの支援申請を行った。現在探

索医療センターにおけるレビュー中である。また、本デバイスの生体活性及び生体安全性を評価す

る目的で、兎脛骨内へのデバイスの埋入を行い、引きはがし強度を測定した。その結果、埋入4週と

早期より非常に高い骨−インプラント接着強度を確認した。以上より混酸－加熱処理は今後の整形外

科用チタン金属材料の表面生体活性化処理として非常に有望であることが明らかになった。現在、

SLMにおける最適構造と最適生体活性処理について明らかにするための動物実験を進めている。さら

に、材料3種（圧延純チタン研磨材、SLM未処理材、SLMアルカリ－希塩酸－加熱処理材）について、

生後3-5日のC57BLマウス頭蓋冠由来骨芽細胞を播種し、骨分化誘導能の評価を行った。圧延材およ

び未処理SLM材では繊維芽細胞様に伸展した様子が観察されたが、処理を行ったSLM材では、より骨

芽細胞の特性を示した細胞が観察された。よって形態学的には生体活性処理を行ったSLM材が骨芽細

胞と最も良好な親和性を持つと考えられる。今後は細胞活性評価および遺伝子発現の評価を行い、

骨芽細胞との親和性を生化学的に評価する予定である。 

 

１－３－４ 臨床試験 2（歯科口腔外科）（愛媛大学） 

 有歯列部の顎骨を喪失した患者にとって、疾病の再発はもちろんであるが、摂食という大きな喜

びを失うことも問題となる。特に、下顎歯肉癌、エナメル上皮腫などで下顎骨の連続性が無くなっ

た場合、インプラントなどが無くては咬合すら不可能である。本研究の目的は、テーラーメード型

顎骨再生用チタンメッシュトレーを作製し、再建に用いることにより、義歯ないしはインプラント

による咀嚼回復の有効性を確認することである。本デバイスを使用した臨床試験について、臨床試

験プロトコルを作成し、倫理委員会の承認を得た。また、実際の手術で使用するデバイスのデザイ

ン、作成を進めた。 

 

 

１－４ 当該研究開発の連絡窓口 

     

    佐川印刷株式会社 総務部 営業企画課 山本 晃 

Tel: 075-934-8010 Fax: 075-921-3463 

E-mail: aki-yamamoto@spcom.co.jp 

 

 

佐川印刷株式会社 新規事業・技術開発室 佐々木清幸 

Tel: 075-934-8024 Fax: 075-921-3463 

E-mail: kiy-sasaki@spcom.co.jp 
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第２章 デバイス製造 

平成 23 年度においては、2006 年度に「人工骨の製造方法」として特許出願したレーザー溶融

によるチタンの微細造形技術に基づき、テーラーメード医療機器の用途に応じた最適な品質の

デバイスを開発製造し、市場に提供していくために、品質標準化に向けた基準案作成のための

技術開発に取り組んでいく。 

そのために必要な作業は以下の通りである。 

・選択的レーザー溶融（SLM）法の安定化 

・造形したデバイスの未溶融部分を限りなくゼロに近づけ、内部構造を均一化 

・常に力学的に安定したデバイスが造形できるような体制の構築 

・より精細な構造の造形を可能にするべく技術の向上 

・産業化に向けて、リードタイムの更なる短縮や情報のスムーズな伝達を可能とするべく、デ

バイス造形用データの設計・通信システムの開発を検討する。 

 

２－１ ＳＬＭ条件の安定化 

造形パラメータは、レーザービーム径、ファイバーレーザー出力、ファイバーレーザー走査速

度、金属粉末粒度、金属粉末の撒き層厚（レイヤー）などが関係し、それぞれを適切な値とす

ることで造形が可能となる。ここでは、金属粉末に TILOP-45（粒径 45μm以下）、撒き層厚を

30μmに固定した上で、まずは、最適な造形パラメータを求め、既存レーザー装置と同等の造

形物が製造できることを確認する。 

 

２－１－１．デバイス製造を行う装置概要 

ファイバーレーザー装置を使用する選択的レーザー溶融装置（Selective Laser Melting）の

造形動作は以下の通りである。 

 

２－１－２ 評価内容 

新規にファイバーレーザー装置を導入し、同一条件で造形したサンプルを寸法、比重、外観等

で既存のファイバーレーザー装置と比較を行う。既存ファイバーレーザーとの差異を求めるた

め、既存ファイバーレーザー装置の造形パラメータを構築した手法を用いた。 

 

２－１－３ レーザービーム径の評価 

１）レーザービーム径と固化する領域 

照射時のレーザービームの形状は下記に示すように、公称のレーザービーム径より固化

する領域が広くなっている。この固化する領域は金属粉やレーザービームが走査する速

度により異なっている。 
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２－１－４ レーザーパワーの測定 

レーザーパワー計を使用し、ファイバーレーザー装置のパワーを計測した。 

結果、期待値どおりに出力されていることが確認できた。 

 

 

２－１－５ ビームオフセットの測定 

１）ビームオフセットとは 

実際のレーザー照射では、まずサンプルの輪郭を照射する。焦点が絞り込まれたレー

ザービームは粉末をある一定の幅で溶かすため、ビームの焦点位置は輪郭から溶融幅の

半分だけ内側にシフトさせてやる必要がある。そうすることで輪郭の外側が設計データ

の形状と一致することになる。このレーザーの焦点位置のシフト量をビームオフセット

（Beam Offset）と言い、このビームオフセットを 2 倍した値が固化するレーザービー

ム径（固化する幅）となる。 

 

 

 

 

 

 

ビームオフセット 

レーザービーム径（固化する幅） 

図 2.2ビームオフセット 

図 2.1 レーザービーム径と固化 

１：レーザービーム径 

２：固化する領域 

表 2.１ レーザーパワー測定値 
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２）ビームオフセットの測定と算出 

最適な造形パラメータにて造形プレート上に直方体サンプル造形し、そのサンプルの寸

法を計測する。設計上の寸法と比較し、小さければビームが外形より内側を通ったこと

になり、大きければ外側を通ったことになる。造形と計測を何度か繰り返し、設計上の

寸法と計測値が一致するパラメータを求める。 

【計算例】 

ビームオフセットの計算の一例を示す。 

照射ビームのパラメータを Power=60W Velocity=200mm/s Distance=120μm、ビーム

オフセットの初期値を 0として、壁厚の基準値が、0.90、1.80、2.70、3.60、4.50、

9.00の直方体を造形し、その壁厚を測定結果から下式により新しいビームオフセット

を求める。 

  NewBeamOffset＝OldBeamOffset-(基準値-測定値)/2 

基準値 0.90の直方体で計算した場合 NewBeamOffset = 0-(0.90-1.37)/2=0.23 と

なる。 

さらに新しいオフセットによる計算上のサイズを求める。 

 

 

表 2.2 レーザービーム出力６０W 走査速度 200mm/sec  

 

３）結果 

既存レーザー装置のビームオフセットは 0.17mm～0.18mmであったが、新規レーザーに

おいて同一条件ままでは 0.22mm～0.25mm となり、固化するレーザービーム径が太い状

態であることが分かった。 

 

 

２－２ 内部構造の均一化 

２－２－１ 出力と走査速度比（P/V比）と造形物の外観比較 

造形寸法と密度には密接な関係があり、両方並行して評価していくことは困難であるため、

まず密度を確定させ適切な P/V比をもとめる。 適切な P/V比が求められた後、その照射パ

ラメータにおいてのビームオフセットを構築する。 

 

2011/12/12　P60 V200 D120
ビームオフセット　：　0μ m
シュリンケージ　　：　X　0.000％、Y　　0.000％

基準値 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 9.00

測定値 1.37 2.27 3.15 4.06 4.98 9.49

ビームオフセット計算式

NewBeamOffSet　＝　OldBeamOffSet　-　（基準値　-　測定値）　／　２
0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 9.00 平均

New
Beam
OffSet

0.23 0.24 0.22 0.23 0.24 0.25 0.23

ビームオフセット変更後の計算上のサイズ
基準値 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 9.00

変更後 0.90 1.80 2.68 3.59 4.51 9.02
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１）P/V比の確認 

9mm×9mm×3mm（XYZ）の直方体サンプルを造形パラメータを変えて複数種類造形し、目

視により、造形可能な造形条件を求める。 

造形パラメータとして、ビーム出力（Power）を 30W、40W、60W、90W、120W、150W、

195W と、走査速度（Velocity）を 100mm/sec、200mm/sec、300mm/sec、400mm/sec、

500mm/secの組み合わせ、35通りのパラメータでサンプルを造形する。 

平面を照射するときに隣接するレーザービーム間の間隔（Distance）は 180μm とした。 

照射エネルギーを Power / Velocity 比（P/V 比）として定義し、造形サンプルの外観

で判断し、おおまかなサンプルをピックアップする。結果、P/V 比 0.2 未満（黄色）で

は、目視にて、サンプル端面にめくれが生じており、照射エネルギー不足と判断した。 

 

P/V 
100 

mm/sec 

200 

mm/sec 

300 

mm/sec 

400 

mm/sec 

500 

mm/sec 

30W 0.30 0.15 0.10 0.08 0.06 

40W 0.40 0.20 0.13 0.10 0.08 

60W 0.60 0.30 0.20 0.15 0.12 

90W 0.90 0.45 0.30 0.23 0.18 

120W 1.20 0.60 0.40 0.30 0.24 

150W 1.50 0.75 0.50 0.38 0.30 

195W 1.95 0.98 0.65 0.49 0.39 

表 2.3 P/V 比表 

 

２－２－２ 造形物の密度測定 

P/V 比確認のサンプル造形結果より、あきらかなエネルギー不足のパラメータを排して、9×

9×9mmm 立方体のキューブを各 1 個ずつ造形し、それぞれアルキメデスの原理による密度測

定を行った。 

密度を測定することにより、内部空隙率が求められる。使用した純チタン粉末（Tilop-45）

の純度は 99.7Wt%であり、溶融後に得られる密度目標を 0.5%以内（比重 4.49 以上）とおい

た。 

                        純チタンの密度は 4.51 

P/V 
100 

mm/sec 

200 

mm/sec 

300 

mm/sec 

400 

mm/sec 

500 

mm/sec 

40W 4.28  4.22   -  - -  

60W 4.46  4.32  4.23  4.18  4.25  

90W 4.51  4.47  4.31  4.21  4.26  

120W 4.50  4.44  4.26  4.19  4.24  

150W 4.51  4.49  4.41  4.30  4.29  

195W 4.51  4.51  4.45  4.34  4.31  

表 2.4 造形物の密度 

【結果】 

200mm/sec において、密度 4.51 を得るには 195W（P/V=0.975）を必要としたため、ビー

ム間の間隔（Beam Distance）が広いことによると推測された。  

 

２－２－３ 照射間隔の違いと密度の評価 

造形パラメータをそのままに、ビーム間隔を 120μm に狭く設定し、密度の比較を行った。 
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P/V 
100 

mm/sec 

200 

mm/sec 

300 

mm/sec 

400 

mm/sec 

500 

mm/sec 

40W 4.37  4.31        

60W 4.50  4.48  4.27  4.24  4.20  

90W 4.50  4.47  4.28  4.26  4.28  

120W 4.51  4.42  4.42  4.35  4.27  

150W 4.52  4.52  4.49  4.40  4.28  

195W 4.52  4.53  4.51  4.43  4.37  

表 2.5 造形物の密度 

【結果】 

全体的に密度は上がった（測定誤差を含む）もののそれでも低い造形結果となった。 

測定結果からファイバーレーザーの状況として、 

①ビームオフセット（見かけのビーム径）が旧レーザーより太い。 

②同条件で造形しても、密度が上がらない。 

③パワーメータによる計測では設定値通りのパワーが出ている。 

ことから、レーザーのフォーカスによる影響を疑う。 

 

２－２－４ レーザービームのフォーカス調整とビーム径の実測 

１）フォーカス調整  

 フォーカスの調整はファイバーレーザーの出力部（コリメータ部）と集光レンズの距離

を変えることによって行う。本来フォーカスはレーザー装置の機差によるずれは少ないと

されているが、試験打ち（プレートを下げて行きながら数回レーザーを照射する）を行っ

た結果、フォーカス位置がずれていると判断し、再設定を行った。念のため、コリメータ

部分を外し、接続面を清掃して検証したところ、その後のずれは生じなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ビーム径の測定  

レーザービーム径はファイバーから集光レ 

ンズを経て造形プレート上で焦点が結ばれる。 

ここにビーム径計測装置をセットし、マニュ 

アルで造形プレート位置を変えてはレーザー 

を打つ作業を繰りかえすことで、 サーモメー 

タのごとくレーザーのエネルギー分布が色で 

表現され、階層ごとの外縁部をトレースする 

ことでレーザービーム径の変化がわかる。 

正常であれば鼓型となる。 測定は 20Wと 195W。  

ファイバーレーザー装置 

ガルバノミラー 

造形プレート 

焦点 

レンズ 

コリメータ 

フォーカス調整 

図 2.3 レーザービームの光路 

図 2.4 Zシフトによる焦点の移動 
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20W で OKのものが 195Wにするとくびれの部分（焦点位置）が上方へ移動する現象となっ

た。 これは Zシフトと呼ばれるもので、レーザーパワーによる光学系（レンズの膨張な

ど）の変化が生じることで発生する。 通常 2mm以内を OKとしているが 5mm以上あったた

め光学系を疑う。 レンズに傷や陰りがあるとそこで熱を生じ膨張の原因となる。  

レンズを清掃の後、再度測定すると 20W（真中上）、195W（右）ともきれいなくびれを示

し、Zシフトも 2mm以内に収まる結果となった。 

清掃前の状態は中心部が緑でエネルギーがドーナツ状に分散していたものが、中心部にエ

ネルギーが集中し、フォーカスの取れた部分（くびれの最小ポイント）で ビーム径が

100μm以下となっている様子が観測された。 

  

図 2.5 出力２０Wと１９５W時のエネルギー分布 

３）結果 

ビームオフセットを求めることにより、固化するビーム径は計算で求められ、結果、既

存レーザー装置が 170～180μmに対し 220～250μmと差異が認められた。 

この差異は既存のレーザー装置が経時変化による半導体レーザーの劣化に伴い、固化す

る範囲が狭まったものと推測される。 

新レーザー装置のレーザービーム径は実測で 100μm以下であり、固化するビーム径は

220～250μmであることから、実際の造形においては固化するビーム径を造形パラメー

タとして用いることで寸法精度が確保されているが、同一条件のままでは P/V比で検証

した密度分布に差があるため、固化するビーム径を考慮した造形パラメータの追求が必

要である。 

 

２－３ 力学特性の安定化 

２－３－１ 疲労試験片の造形 

再委託先研究機関である中部大学にて SLM 板材による疲労強度試験を行うため、疲労試験片

の造形を行った。力学的特性試験結果については「第３章 ３－４ 選択的レーザー溶融し

た板材の疲労強度」で報告されているとおりである。 

    

図 2.6 疲労試験片の設計図    図 2.7 造形した疲労試験片の外観 
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２－３－２ 造形条件 

１）サポートと造形物 

造形パラメータには積層造形に不可欠なサポートに関するパラメータと造形物に関するパラ

メータの２つがあり、それぞれ造形物に合わせて用意する必要がある。 

 

     図2.8 造形後の疲労試験片 

 

造形条件が不適切だった場合には造形途中でサポートと造形物間で剥離が発生する。 

 

２）疲労試験片の造形パラメータ 

疲労試験片の造形条件を下表に示す。 

今回の試験片では新しい造形パラメータとして、サポート用にSupport_MiddleP60V300を、

造形物にはNewDirectPartP120V200D120を適応した。 

 

 

表2.6 試験片の造形パラメータ 

 

３）結論 

今回、疲労試験片の造形に使用した純チタン粉末は、大阪チタニウムテクノロジーズ製

（TILOP-45）を使用したが、造形物の強度設計に必要な疲労強度に関する基礎データを収集

することは非常に重要であり、同一試験片の繰り返し造形や、チタン合金粉末などの他金属

による試験片を造形し提供していく。 

  

Jobname 20111222 Filename

JobID Material cp_Ti_30 G4720、G4764

Machine M271 Layerthickness0.030 mm

SI-Nr SI587 Used Ti 276.8g 39.2cm3

       

z start Warm up

z end Job start

x scale 0 Job end

y scale 0 Cool down

z scale 0.000 (Low) - 0.000 (High)    

Plate No

0009

12/23/11 10:44 AM

EOSINT Jobreport EOSINT Jobreport 20111222 

D:/ JobData/ 2011/ 20111222/ 20111222.Job

SI58720111222170725

0.03 mm (0.03+0.00 mm) 12/22/11 05:07 PM

23.01 mm (23.01+0.00 mm) 12/22/11 05:07 PM

12/23/11 10:44 AM

Time for exposure 14：51：56

Time for recoating 01：35：40

Time for working 16：27：36

Exposure parameter

z min (mm) z max (mm) Exp vol (cm3) Exp time Rec time Rel ttot (%) Hour Minite Second State

0 3 1

0 20.61 0 0:03:01 0:02:10 0.51 0 2 10 OK

0 42 26

3.03 22.98 1.96 0:42:26 0:02:37 4.42 0 2 37 OK

Nr

Path and filename

1

../ 20111221/ hirou-r_0m.sli _Support_MiddleP60V300

2

../ 20111221/ hirou-r_p.sli _NewDirectPartP120V200D120

疲労試験片（造形物） 

サポート 
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２－４ 微細構造技術の向上 

これまでに、手術支援ガイド及び GBR 用メッシュプレートの臨床試験を通して、京都大学、

愛媛大学が中心となって高い形状適合性を有するデバイスデザイン技術のノウハウが蓄積さ

れている。次年度には、形状適合性だけでなく生体適合性及び力学的適合性も要求される部

位での臨床試験（顎骨再建、整形外科骨再建）が予定されている。そのため、今年度は、各

研究機関で共通の設計ツールとして 3 次元 CAD ソフトウェアを導入し、これまでに蓄積され

たノウハウを共有するとともに、微細構造物の設計を行いさらには、造形後の寸法精度や造

形時の熱応力による歪みや変形などを実測できるよう、3 次元 CAD ソフトウェアのオプショ

ンである３次元計測スキャナ（S3スキャナ）を同時に導入した。 

今期はテーラーメードデバイスの産業化において重要な課題であるデバイスデザイン技術

への対応が可能となるべく、ソフトウェアの操作方法を十分理解し次年度に向けての準備す

ることを目的とした。 

 

２－４－１ S3スキャナの特徴 

被写体を計測台の上に置き、上部からモノクロカメラで撮影する。計測台の方を回転させ

て数パターンの角度から写真を撮り、ソフト内で合成させる。１度の操作では下面（台に固

定している面）を撮影できないため、１度取り外して逆向きに固定し、再度撮影する操作が

必要になる。スキャンできるサイズは 80×69×65mm で、認識の誤差は±0.01mm となってい

る。計測したデータは STL ファイルとして出力できるため、3 次元 CAD ソフトで後加工する

ことができる。カメラで撮影するため、深い凹みがあるような物体は凹みの奥が撮影できな

い。もちろん内部構造の計測もできない。光を当てた部分の明るさで物体を判断するため、

黒などの暗い色や、金属などの光沢面の認識も苦手としており、撮影するときは白のパウ

ダーなどで面を覆う必要がある。 

 

２－４－２ 計測の手順 

計測の流れは以下のようになる。 

１．対象物をスキャナの台に固定する。 

 

 

 

 

 

 台に上向きにセット            台に下向きにセット    

 

２．光量を調整し、角度を変えながら 

被写体をスキャンする 

（任意の枚数。推奨は 36枚）。 

 

 

         上からと下からの２種類を計測 
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３．撮れていない角度があればその面を 

上にして再度設置し、スキャン。 

 

 

 

 

   それぞれ上側、下側しか撮れていない。   

固定具等のごみも一緒に写ってしまう。   

４．それぞれのスキャン時のごみを手動で 

除去し、結果データを合成。撮れてい 

ない部分を 3D CADソフトで穴埋めする。 

 

 

 

撮影されていない部分（赤で表示） 

を穴埋めして完了         

 

２－４－３ 元データとの比較 

元データとの比較は Rapid Form XOM（INUS  

Technology社）で行う。STLデータ同士を 

半自動で位置あわせし、元データと計測デ 

ータのズレ量を色で表示できる。 

 

 

図 2.9 Rapid Form XOMによる検査（元データとの比較） 

 

２－４－４ 撮影のパラメータ 

撮影時に設定できるパラメータは光量（実際 

にはカメラの感度）のみとなる。光量は上げ 

すぎても下げすぎても上手く撮れず、被写体 

の色や材質によって設定を変える必要がある。 

被写体が暗い色のときは光量を上げて明るく   図 2.10 テスト用の石膏球体 

撮れるように設定するが、同じ設定を明るい被写体に適用するとハレーションを起こしてし

まう。撮影は上部からの１回のみ行い、光量を最大の 20%、40%、60%、80%、100%の５段階に

変化させて行った。 

 

 

 

 

 

←暗                               明→ 

光量   20%       40%        60%        80%       100% 
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図 2.11 球体（直径 5cm・白色・石膏・ボンドあり） 

 

 

 

 

 

←暗                              明→ 

光量   20%       40%        60%        80%       100% 

図 2.12 球体（直径 5cm・黒・石膏・ボンドあり） 

 

白い石膏球の計測では 60%の光量で最も良く計測できている。光量を低くすると周囲が、光量

を高くすると中心が計測されていない。黒い石膏球では 60%では光量が足りず、100%で最も良

く撮れている。 

 

２－４－５ チタン造形物の計測 

Bionic 社のチタンメッシュを造形し、S3 スキャナで計測した。比較画像は、元データより太

る方向（＋）では黄色～赤色、細る方向（ー）では水色から青色に表示される。 

概ね、±150μm の範囲に収まっており、造形精度としては十分と言える。③のように大きな

物体ではほとんどの部分でマイナス方向（細る方向）になっている。②は完全に曲がってし

まっているが、輸送中に変形してしまったものと思われる。今回の造形物は長さが 10mm から

40mm 程度の比較的変形しにくいもので、今後はもう少し大きい物体で歪みやすいテストパ

ターンを作成し、検証を進める。 

 

２－４－６ チタン造形物の計測例 

① GBR1          ② GBR2 

       

 

 

③ 顎関節再建デバイス 

    

図 2.13 左 … 青=元画像と緑撮影画像 ／ 右 … 比較画像 
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２－５ 製造サンプル例 

 

    
同時に複数のデバイスを造形         GBR  

   

    顎関節デバイス   顎関節デバイスの適合性確認 

   

     螺子ガイド            脊椎サンプル（石膏モデル） 

   

螺子ガイドの適合性確認        疲労試験片  
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第３章 表面処理技術の開発およびSLM材の材料特性評価（中部大学） 

３－１ チタン金属の生体活性化処理技術 

３－１－１ 目的 

 チタン材料製のデバイスに生体活性を付与する方法は種々検討されてきた。その中でも溶液を用

いる化学処理法は、複雑な形状を有するデバイスや多孔構造を持つデバイスの全表面に生体活性を

付与することができる有用な方法である。アルカリ－加熱処理で生成された櫛状の層（チタン酸ナ

トリウム）は、高温多湿環境下に長期間保管されると生体活性が劣化することが指摘され、アルカ

リ処理後に0.5mMの塩酸溶液処理あるいは温水処理を施すとNaが取り除かれて、生体活性の劣化を防

ぐことが示された。しかし、デバイスを把持して患部へ挿入するに際して処理層にせん断力が加わ

ると処理層が損傷を受け、生体活性が失われることが懸念されるが、このことに言及したものは見

当たらない。 

 一方、チタン金属に酸-加熱処理を施すと生体活性を示す1）。この酸－加熱処理をチタン金属に施

すと表面に深さ1µm程度のマクロ凹凸で出来き、上述のようなせん断力が働いた場合に表面の生体活

性が消失することは考えにくい。本節では、生体活性処理層の機能担保の観点から、化学処理によ

り生体活性を施したデバイスに臨床使用する際の取扱いや患部への挿入時の骨との接触によるせん

断力が処理層に働いたときに、その表面の生体活性がどのように変化するかを検討する。 

３－１－２ 実験方法 

(1) 供試材料 

 10 x 20 x 2mm3 の JIS2 種チタン金属板を研磨、アセトン、2－プロパノールおよび超純水によ

る 30 min の超音波洗浄を行った。これらのチタン金属試験片に①5MNaOH・60℃・24h 浸漬→大

気中・600℃・1h、②5MNaOH・60℃・24h→0.5mM あるいは 50mMHCl・40℃・24h→大気中・

600℃・1ｈの処理を施した。 

(2)評価法 

表面処理した試料の表面にゴムを介して負荷を与えながら、試料を水平に移動させて処理層にせ

ん断力を働かせた。ゴムと試料は摺動方向に5mm、試料巾10mmにわたって接触しており、面圧を8.30

ｇ/mm2および13.05ｇ/mm2とした。これらの試料表面をFE-SEMにより観察するとともに、疑似体液

（以下SBF）に浸漬した場合のアパタイトの析出状態を観察した。 

３－１－３ 結果 

化学処理－加熱処理した試料にせん断力を付加した後、SBF に 1 日浸漬した試料表面の SEM 

像を図 3.1 に示す。図 3.1 は NaOH－加熱処理した場合で、静的にゴムを押付けたのみでは表面構

造に変化が無く、SBF に浸漬すると全面にアパタイトが析出する。しかし、擦るようにして面圧

を付加した場合はせん断力によって処理層が破壊され、網目構造が平坦面となり SBF に浸漬して

もアパタイトは形成されない。図 3.2 は NaOH-50mMHCl－加熱の場合で、せん断力が強く働いてい

る試料端部では網目構造が破壊されているにもかかわらず、多くのアパタイトの形成が認められ

た。また、先行研究において、混酸－加熱処理したチタン金属表面にせん断力を与えても、表面

構造には殆ど変化がなく、この材料を SBF に浸漬した場合に擦る前と同じ程度のアパタイトが表

面に析出することが示された。 

以上のことから NaOH－50mMHCl－加熱処理した表層は層の構造が破壊されたのちも酸処理によ

る生体活性効果が残存する。また、チタン金属に酸－加熱を施した場合、表面には微小な凹凸が

形成され、加熱によって表面は陽に帯電し、この材料は SBF 中でアパタイトを形成し、その機能

はせん断力を加えても劣化することがない。したがって。せん断力を強く受けるスクリューなど

のデバイスに生体活性を付与する場合には、酸－加熱処理が至適であり、アルカリ処理を施す場

合にはその後に希塩酸等の酸処理を行った後に加熱処理を施すことが望ましい。 
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３－２ SLM造形物への効率的な生体活性付与の検討 

３－２－１ 目的 

オーダーメードにより患者の患部に適合するデバイスを供給する時、生体活性の機能を損なう

ことなく処理時間を短くできることが好ましい。アルカリ－加熱処理では NaOH 処理に 24h、炉

の昇温を含めて加熱処理に 8 h が必要である。これらに工程途上の洗浄、乾燥などの時間を加え

ると総時間は少なくとも 40 時間が必要である。一方、混酸－加熱処理を採用すると、混酸処理

に要する標準時間は 1 h に短縮され、加熱に要する時間は上述と同じく 8 h が必要である。ここ

では、生体活性処理の総時間をさらに短縮する手段について検討した。 

３－２－２ 実験方法 

(1) 供試材料 

 10x1x1mm3 に切断した JIS2 種チタン金属板を研磨、アセトン、2－プロパノールおよび超純水

による 0.5h の超音波洗浄を行った。このチタン金属試験片を 66.3％の H2SO4 溶液と 10.6％の

HCl 溶液を 1:1 に混合した溶液(以下混酸)に、70℃で浸漬時間を 0.5h～1h に変えて処理した後、

超純水で洗浄し、大気中で 600℃ｘ1時間の加熱処理を施した。 

(2)評価法 

表面処理した試験片表面をFE-SEMにより観察するとともに、疑似体液（以下SBF）に浸漬した場合

のアパタイトの析出状態をSEMにより観察した。 

３－２－３ 結果 

 図 3.3 に混酸溶液への浸漬時間が試験片表面性状に及ぼす影響を示す。浸漬時間 0.5h で既に

表面には窪みが形成されるが必ずしも均一ではない。浸漬時間を 1hにすると辺縁径で 1～2µm の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表面性状に及ぼす混酸処理の浸漬時間の影響

浸漬時間：0.5 h 浸漬時間：1 h 浸漬時間：2 h

10x10x1mm３チタン板の重量減

0.002ｇ 0.005ｇ 0.010ｇ

 
図 3.3 表面性状に及ぼす混酸溶液への浸漬時間の影響 

面圧を付
加した後
にSBFに
1日浸漬

静かにゴムを押し付けた場合 ゴムを押付けて、擦った場合

面圧を付
加した場
合の表面

NaOH－加熱処理した後、表面をゴムで擦った場合および擦った
後にSBFに1日浸漬した試料表面のSEM写真

5µm

5µm

5µm

5µm

 

図 3.1 NaOH－加熱処理した後、表面をゴムで 

擦った場合および擦った後に SBFに 1日浸漬し 

た試料表面の SEM写真 

面圧を付
加した後
にSBFに
1日浸漬

静かにゴムを押し付けた場合 ゴムを押付けて、擦った場合

面圧を付
加した場
合の表面

NaOH－50mMHC－加熱処理した後、表面をゴムで擦った場合
および擦った後にSBFに1日浸漬した試料表面のSEM写真

5µm

5µm

5µm

5µm

 

図 3.2 NaOH－50mMHCl－加熱処理した後、表面 

をゴムで擦った場合および擦った後に SBFに 

1日浸漬した試料表面の SEM 写真 
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窪みがほぼ均一に形成される。2h の浸漬では窪みの大きさが 5µm 程度になる。10x10x1mm3の板の

重量減は浸漬時間 0.5h、1h および 2h に対してそれぞれ 0.002g(表面積あたり減量：8.3x10-

6g/mm2)、0.005ｇ(減量：20.8x10-6g/mm2)および 0.01g(減量：41.7x10-6g/mm2)と非常にわずかであ

る。デバイス表面に骨を食い込ませて固着させるには適度の凹凸が必要であり、SLM 造形材のよ

うに造形時にチタン粒子が付着してマクロ凹凸が既に形成されている表面に対しては微小な凹凸

が形成される 0.5h の処理でも許容されると考えられる。これらの表面形態と固定力の大小に関

しては動物実験による評価が必要である。 

図 3.4は 0.5hの混酸処理後に 600℃の加熱処 

理を施したのち、36.5℃の SBFに１日浸漬した 

場合の試料表面の SEM写真である。加熱しない 

場合にはアパタイトが観察されないが、加熱し 

た試料表面にはアパタイトが全面に形成されて 

いる。したがって、混酸処理時間は 0.5hであ 

っても生体活性を付与出来る。 

加熱する場合、加熱炉の昇温に多くの時間を 

要している。これを短縮するには一定速度で移動するコンベア上に処理物を置き、加熱された炉

内を通過させる方法(トンネル炉)が考えられる。この方法で生体活性が損なわれなければ、加熱

処理時間は大幅に短縮され 0.5h 程度で済む可能性がある。この熱処理法の可能性を来年度の研

究で調査する。 

 

３－２－４  SLM法で調製されたデバイスへの生体活性付与 

SLM 法で試作された各種のデバイスに上術した方法を用いて生体活性を付与した。それを図

3.5 に例示する。動物用デバイスには混酸－加熱処理を、ヒト顎骨再建用デバイスには、SLM 造

形後 1300℃の加熱処理後に超音波洗浄を加えたのち、臨床使用実績のある 5MNaOH－600℃x1h 加

熱の条件で処理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 数値計算による造形物の強度評価 

３－３－１ 目的 

 デバイスの設計において数値シミュレーションを活用すると、実験的な評価よりも多くの構造

内部情報を得ることができる。本節では SLM法で造形したデバイスの臨床使用時の状態を想定し

て強度、変形解析を行った例を紹介し、最適デバイス設計の可能性を示す。 

３－３－２ 解析ソフト 

 使用した導入した解析ソフトは㈱計算力学センターが開発した Mechanical Finder Ver.6.1 で、

今回このソフトを有効に活用するためのコンピューターとして DELL 社製 OPTIPLEX 790 を新たに

 

     ヒト顎骨用デバイス     イヌ脊椎用デバイス 

図 3.5 SLM造形後に生体活性処理されたデバイスの例 

混酸処理
混酸－加熱処理

2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm

混酸処理

2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm

混酸-加熱処理

図 3.4 酸‐0.5h加熱処理材を SBFに 1日 
浸漬したチタン金属表面の SEM写真 
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準備した。 

３－３－３ 計算結果の例 

 愛媛大学歯科口腔外科で臨床試験に使用された顎関節再建部材の STL データをもとに顎関節部

材の形状をコンピューター上に設定し、関節摺動部になる端部を固定し、咬合力として 490 N の

力が集中的に端部に作用させた場合の応力計算を行った。図 3.6 はその結果である。頸部に当た

るところで最大の引張り応力 200MPa が発生し、この値は素材の引張り強度 400 MPa の約 50%であ

ることが分った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ SLM法で作成した板材の疲労強度 

３－４－１目的 

 チタン粉末の SLM 法造形において、粉末の溶融状態はレーザービームの出力、ビームの移動速

度、粉末層の厚みに関係する。SLM 造形材の厚み方向の構造を見ると中心部に溶融・凝固した層

が存在し、表面層近傍ではチタン粉末が焼結した層になる。微細構造体を SLM 法で造形する場合、

全体の厚み T が小さくなると溶融・凝固した部分の厚みｔが全体に占める割合 t/T の値は大きく

なり、強度が弱くなる懸念がある。また、造形材表面に付着したチタン粒子は応力集中源にもな

るので、疲労強度の低下が懸念される。SLM 造形物の強度設計に必要な基礎データを得ることを

目的として板材の疲労試験を実施する。 

３－４－２ 実験方法 

(1)供試材料 

実験には JIS2種純チタン粉末から SLM法に 

より試験片板状に造形(2－3節参照)したもの、 

および市販 JIS2種純チタン圧延板から同じ形 

状に切り出したものを用いた（図 3.7）。 

(2) 試験装置 

 疲労試験は最大荷重 20ｋＮの島津サーボパ 

ルサ(EHF-LV020K1-010形)に図 3.8に示す試 

験治具を取り付けて行った。 

(3) 試験条件 

 上記の道具立てのもと、島津製作所製サーボパルサに負荷荷重 W を設定し、水平位置から上下

に曲げ変形を与える両振り法を用いた。負荷速度は 2Hz で、最大繰り返し数 106 回を寿命として

疲労強度とした。また、曲げ応力の算定式の一例を（１）式に示す。 

 

           (1) 

 

  

図 3.8 板材の曲げ 

疲労試験治具の構造 

 

図 3.6 解析ソフト(Mechanical Finder Ver.6.1)を用いて 

応力解析した結果（右：造形材の外観、左：相当応力分布） 

 

図 3.7 疲労試験片の外観、 

(上)圧延板、(下)SLM造 

形材 
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３－４－３ 結果 

 図 3.9に曲げ疲労試験結果を示す。JIS2種純チ 

タン圧延板の 106回疲労強度は 400MPa程度である。 

一方 SLM造形のままのものは圧延板の疲労強度より 

若干高めになる結果を得ている。先行の研究で JIS 

2種純チタンの SLM材の引張り強度は焼鈍した圧延 

材のそれよりも高めであることがわかっており、こ 

のことを考慮に入れると、SLM造形まま材の疲労強 

度は焼鈍した圧延材の疲労強度よりも若干高めであ 

ることは妥当な結果である。 

SLM 造形材の板厚方向の構造を見ると中心部に溶 

融・凝固した層が存在し、表面層近傍ではチタン粉 

末が焼結した層が存在しており、強度に効果的な中 

心層の厚みは全体の厚み以下である。全体の厚み T 

が小さくなると溶融・凝固した部分の厚みｔが全体に占める割合 t/T の値は相対的に小さくなり、

強度が弱くなる。また、造形材表面に付着したチタン粒子は応力集中源にもなるので、表面が滑

らかな場合よりも疲労強度が低下することが懸念される。 

 

３－５ 顎関節摺動部の摩耗低減技術 

３－５－１目的 

人工関節の摺動部は一般的にコバルトクロム合金と超高分子量ポリエチレンで構成される。

SLM 法により造形したチタン金属製顎関節の場合チタン金属の摩擦特性がよくないので、表面を

摩擦摩耗特性の良好なセラミックスで被覆すると摩耗粉の発生を防ぐことが可能になる。本節で

は DLC（diamond‐like carbon）をスパッタリング法によりチタン合金上に被膜を形成したもの

の諸性質を調査した。 

 

３－５－２ 実験方法 

(1) 成膜 

成膜に用いた装置は UBMスパッタ(Unbalanced Magnetron  

Sputter)方式で、その装置を保有する㈱神戸製鋼所に被膜形 

成を依頼した。チタン合金と DLCの結合力を強固にする目的 

でチタン合金基材の上に基材と DLCをつなぐ中間層として基 

材を構成する元素 Tiを選んだ。 

基材表面に厚み方向に傾斜的に Ti量を順次減らしつつ C 

量を順次増やすようにして中間層を形成し、最表面は DLC単 

体である。成膜厚みは Tiと DLCの合計で 1.5 µm および 3.0 

 µm の２種類である。 

(2) 基材の準備 

実験に使用した基材は Ti-6Al-4V合金で、表面を鏡面に研磨した。 

(3) 被覆膜の評価 

DLC を被覆した試料の表面あらさ、SEMによる表面観察、DLC層の厚み測定、硬さ測定を行った。

また、圧痕法およびスクラッチ法により耐剥離性の評価を行った。 

 

 
図 3.10 DLC 被覆後の表面粗さ 

に及ぼす基材表面粗さの影響 

 

図 3.9 純チタン SLM 材の疲労試験結果 
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３－５－３ 結果 

(1) DLC被覆材の表面粗さ 

 図 3.10 に DLC を被覆した後の表面粗さと基材表面粗さの関係を示す。DLC 被覆後の表面粗さは

基材の表面粗さとほぼ同等であり、数μm 程度の被覆厚みであれば、基材の表面粗さがそのまま

被覆後の表面粗さになる。  

(2) 中間層、DLCの成膜状況および断面の観察 

 図 3.11 に成膜後の板状試験片の断面を SEM で観察した結果を示すように、チタン合金基材の

上に中間層の Ti が存在し、その上に DLC 層が形成され総厚みは 1.33 µm および 3.11 µm である。

また、基材と中間層および DLC 界面の元素分析から、基材表面から Ti が順次減少し、中間層の

途中から Cが順次増大する傾斜的な分布をしていることが判った。 

(3) DLC処理層の硬さ 

 DLC表面に圧子を押込んで硬さを測定した。硬さは基材と 

DLC 双方の硬さを含んだ値を示すが、荷重が小さくなるにし 

たがって DLCそのものの硬さに近づく。荷重 0.098N の場合 

には圧痕深さは 0.033µm (DLC厚みの約 10％程度)であるこ 

とから、この時の硬さ 1300 はほぼ DLCの硬さを示すと考え 

られる。この値は人工関節摺動面に使用されるコバルトク 

ロム合金よりも硬く人工顎関節用に使用可能である。 

(4) DLC被膜の耐剥離性 

 図 3.12はロックウエル硬さ試験機で圧痕を形成し、 

圧痕周辺のクラックの発生状態を SEM観察した結果 

を示す。同図の上部に圧痕のプロファイルを粗さ計 

で測定した結果を示し、圧痕の縁が盛り上がりって 

いることがわかる。圧痕を作ると基材は塑性変形し 

て圧痕周辺で盛り上がるが、その時 DLCも追随して 

変形すれば DLCにクラックは生じないが、 基材と 

DLC の結合が弱いと、DLCの変形が基材の変形に追 

随できず、DLCにクラックが生じる。図 3.12におい 

て DLC層にクラックが生じ、部分的に基材から剥離 

している状態も観察された。したがって、現状では十分な剥離強度を示す状況に至っていないの

で、今後さらなる成膜条件を見出す必要がある。 

 

≪参考文献≫ 
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and heat treatments, J R. Soc., Interface, (2010) S503-S513. 

2) 明渡 純, 常温衝撃固化現象とエアロゾルデポジション（AD）法よるセラミックスコーティ

ング, 塑性と加工, 50－576(2009)3－8． 

3) 斎藤秀俊 監修,『DLC膜ハンドブック』, 株式会社エヌ・ティー・エス, (2006 年)． 

  

 
図            図 3.11 チタン合金板上に被覆した 

中間層および DLC の厚み 

 
図 3.12 圧痕周辺の変形と観察された 

DLCのクラック及び剥離 
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第４章 臨床試験 1（整形外科） 

４－１ テーラーメードデバイスを用いた整形外科臨床試験のプロトコル作成 

 本デバイスを使用した臨床試験について、デバイスの作成プロトコル及び臨床試験プロトコルを

作成し、京大病院探索医療センターへの支援申請を行った。現在探索医療センターにおける 

レビュー中である。以下にその概要を示す。 

 

 

テーラーメード型チタン人工骨を用いた 

頚椎前方再建術の安全性と有効性に関する臨床試験 

 

試験実施計画書 

 

主任研究者：  京都大学大学院医学研究科 感覚運動器系外科学整形外科 藤林俊介 

副主任研究者： 京都大学大学院医学研究科 感覚運動器系外科学整形外科 竹本充 

試験分担医師： 京都大学大学院医学研究科 感覚運動器系外科学整形外科 根尾昌志 

研究費：経済産業省・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  

課題名：骨関節疾患治療における SLM 技術を用いたテーラーメード型デバイスの開発 

2012年 1月 17日（案） 

 

プロトコルシェーマ                    デバイス製造概要 

 
 

目的 

本研究の目的は、純チタン粉末を原材料とし、患者疾病部の画像データから選択的レーザー溶

融（SLM: selective laser melting）法を用いて人工骨をテーラーメードで造形し、さらに表

面化学処理により生体活性能を付与したチタン多孔体人工骨（以下：試験デバイス）の頚椎前

方再建手術における安全性と有効性を確認することである。同時に術前画像情報から設計した

術式、手術支援ガイド、テーラーメード人工骨の作成、手術施行まで、一連の手術治療を画像

シミュレーションに基づき、患者個別に施行するという新規手術体系を提案し、その有効性を

評価する。 
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エンドポイントおよびエンドポイントの評価 

1. 試験デバイス操作性評価 

術中は目視で、術後は術後 1 週間の CT、MRI画像を用いて、以下の項目をそれぞれ評価する。 

【術中】 

以下の項目について手術記録に記載する。 

インプラント挿入時に問題が生じた場合その内容を記載する。 

1) 神経除圧時 

 神経除圧（良好／不良） 

2) 試験デバイス挿入時 

a: 試験デバイス挿入(可能/不可能) 

b: 神経損傷(有/無) 

c: 椎体骨折(有/無) 

3) 試験デバイス破損の有無 

試験デバイス破損(有/無) 

【術後】 

以下の項目について術後１週に撮影する CT、MRI により評価し、カルテに記載する。 

1) 試験デバイス挿入位置 

試験デバイス位置(骨欠損内/骨欠損外/アーチファクトにて評価不能) 

2) 神経除圧 

神経除圧(良好/不良/アーチファクトにて評価不能) 

3) 試験デバイスの破損の有無 

  試験デバイス破損(有/無/アーチファクトにて評価不能) 

 

２.腸骨移植回避 

手術の際、腸骨移植を行ったかどうかを評価する。 

以下の項目について手術記録に記載する。 

1) 腸骨移植(有/無) 

 

３.有害事象の発生 

試験デバイス挿入以降追跡期間終了までに発生した有害事象について評価する。 

発生した事象名、発現日、転帰日、重症度、処置の有無、試験デバイス挿入との因果関係につ

いてカルテに記載する。 

試験デバイス周囲の骨融解像、過剰骨形成など(レントゲン、CT による)など生体安全性に関す

る有害事象の出現については以下の方法で評価し、結果をカルテに記載する。 

①レントゲン評価: (術後 1 週、2週、1ヶ月、3 ヶ月、6ヶ月、1 年、試験中止時) 

CT 評価：（術後 1週、1ヶ月、3 ヶ月、6ヶ月、1 年、試験中止時） 

1) 試験デバイス位置の確認 

試験デバイス位置(骨欠損内/骨欠損外/アーチファクトにて評価不能) 

2) 試験デバイス破損の有無 

試験デバイス破損(有/無/アーチファクトにて評価不能) 

3) 生体安全性評価 

a. 試験デバイス周囲の骨融解像(有/無/アーチファクトにて評価不能) 

b. 試験デバイス周囲の過剰骨形成(有/無/アーチファクトにて評価不能) 

レントゲンの評価条件等 

撮影は頚椎 2 方向から行う。ただし、登録前検査は頸椎 4 方向と頸椎側面機能撮影（前

後屈）を、術後 3ヶ月以降は頚椎 2 方向と側面機能撮影（前後屈）を行う。 

 第三者による評価 

① 側面 cobb 角の変化 

② Radiolucent line（+/-）（+の場合：Grade 0〜4） 

③ 試験デバイスの沈みこみ（>3mm）（+/-） 

CT の評価条件等 

3 方向再構築像を用いて評価する。 

 第三者による評価 

① 神経除圧（良好/不良） 

② 試験デバイス位置の評価（良好/不良） 
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③ 試験デバイスと椎体終板界面の Radiolucent line（+/-） 

④ 前方プレートおよびスクリュー設置位置（良好/不良） 

 

 ②MRI評価：（術後 1 週、3 ヶ月、1年、試験中止時） 

   1) 神経除圧の評価 

神経除圧(良好/不良/アーチファクトにて評価不能) 

また、椎体輝度変化など特記事項があれば合わせて記載する。 

４.臨床評価 

①疼痛スコア（Visual Analogue Scale(VAS)自己評価 0〜100 mm） 

頚部痛及び上肢痛、しびれについて、術前(手術前 1 週間以内)から術後 1〜14 日目（毎日）、

術後 1、3、6、12ヶ月、試験中止時の疼痛スコアの推移を評価する。 

疼痛評価は 100-mm visual analogue scale (VAS) を用い、想像できる最大の痛みまたはし

びれを 100 mm，痛みまたはしびれなしを 0 mm として自己評価を行う。入院期間中（Day1～

Day14）は昼食前午前 11 時から 12 時 30 分の間に記録し、記録時刻を記載する。記録時の

VASおよび過去 24 時間の最低 VASと最高 VASを記入する。 

      
②JOA スコア（日本整形外科学会頚髄症治療成績判定基準／17 点満点機能評価） 

術前(手術前 1 週間以内)から術後 1、3、6、12 ヶ月、試験中止時の JOA スコアの推移を評価

する。 

③患者満足度スコア(27) 

術後 1、3、6、12ヶ月、試験中止時で患者満足度スコアの推移を評価する。 

I.  非常に不満足（0〜24%） 

II.  やや不満足（25〜49%） 

III.  やや満足（50〜74%） 

IV.  かなり満足（75〜99%） 

V.  非常に満足（100%） 

 

５.目標症例数の設定根拠 

本試験デバイスにおける基材であるチタン金属や生体活性処理層はすでに人工股関節で認可を受

けて製造販売されている実績があること、当院において 2008 年 10 月〜2009 年 9 月に腰椎固定術

における生体活性チタン多孔体の自主臨床試験を行い、安全性と有効性が確認されていること、

本臨床試験で行う術式の安全性が確立されていることなどから、本臨床試験は試験機器の安全性

を確立することを目標とした探索的試験であり、連続した 5 例で骨移植を回避し、安全性と有効

性が確認できればその目標を達成できると考えた。 

 

６.試験期間 

登録期間：2012 年 6月〜2013年 5月（目標症例数到達後、登録を終了） 

追跡期間：手術日より１年 

 

４－２ テーラーメードデバイスの生体活性処理に関する動物実験評価 

 現在、生体活性処理としてアルカリ－加熱処理を採用しているが、処理に数日かかるという問題

があり、テーラーメードインプラントの臨床応用や市販を見据えた場合、処理時間の短縮が求めら

れる。混酸－加熱処理では処理時間は１日以内となっており、しかも高い骨結合能が確認されてい

るため今後のチタン多孔体の表面生体活性化処理として非常に有望である。したがって、本研究

テーマでは混酸－加熱処理の長期安定性を確認し、従来法から移行可能かどうかを、動物実験や細

胞実験により評価した。混酸－加熱処理によりチタン材料のゼータ電位は陽電荷となる。高い陽電

荷となる処理条件ほど疑似体液中での高いアパタイト形成能を示した。そこで混酸－加熱処理、お
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より従来アルカリ－希塩酸－加熱処理などを行ったチタン金属を使用して、日本白色家兎脛骨埋入

後の引きはがし強度を測定した。 

引きはがし試験 

[結果] 

埋入4週と早期より非常に高い骨−インプラント接着強度を示した。(下図) 

 

 

    未処理 

   加熱処理のみ 

    混酸処理のみ 

    混酸－加熱処理 

    アルカリ－希塩酸－加熱処理 

    アルカリ－塩酸－加熱処理 

 

以上より混酸－加熱処理は今後の整形外科用チタン金属材料の表面生体活性化処理として非常に有

望であることが明らかになった。現在、SLMにおける最適構造と最適生体活性処理について明らかに

するための動物実験を進めている。 

 

４－３ テーラーメードデバイスの生体活性処理に関する細胞実験評価 

 未研磨SLM材はその表面がμレベルの凹凸となる。一般的にsmooth surfaceと比較し、rough 

surfaceは骨芽細胞との親和性がよく生体親和性も高いといわれている。本手法により成型された

SLM材においても同様の傾向がみられるかを評価する。また本材は生体活性処理を施して使用するこ

とを想定しているため、アルカリ－希塩酸－加熱処理を施したものに関しても評価した。 

材料3種（圧延純チタン研磨材、SLM未処理材、SLMアルカリ－希塩酸－加熱処理材）について滅菌後、

細胞培養用6ウェルプレートに材料を設置した。生後3-5日のC57BLマウス頭蓋冠由来骨芽細胞を

3x105個/wellにて播種した。骨分化誘導培地（Sigma alpha MEM＋10%FBS＋1%P/S+10mMβ-

glycerophosphate+80μg/ mL ascorbic acid phosphate+10-8M dexamethasone）にて培養をおこっ

た。2日目に4%PFA固定し金属コーティングし電子顕微鏡にて観察した。 
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[結果] 

1000倍での観察像を示す。 

 

     圧延            SLM                 SLM+生体活性処理 

 

 どの材料上でも骨芽細胞は良好に接着・増殖している様子が観察された。材料間で比較すると圧

延材および未処理SLM材では繊維芽細胞様に伸展した様子が観察されたが、処理を行ったSLM材では

Cuboidalな、より骨芽細胞の特性を示した細胞が観察された。よって形態学的には生体活性処理を

行ったSLM材が骨芽細胞と最も良好な親和性を持つと考えられる。今回、細胞の形態学的な評価を

行った。今後は細胞活性評価および遺伝子発現の評価を行い、骨芽細胞との親和性を生化学的に評

価する予定である。 
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第５章 臨床試験 2（歯科口腔外科） 

５－１ テーラーメードデバイスを用いた歯科口腔外科臨床試験のプロトコル作成 

 本デバイスを使用した臨床試験について、臨床試験プロトコルを作成し、倫理委員会の承認を得

た。また、実際の手術で使用するデバイスのデザイン、作成を進めた。以下に臨床試験プロトコル

の概要を示す。 

 

臨床研究実施計画書 

 

顎骨切除後患者におけるテーラーメード型顎骨再生用チタンメッシュトレーの開発 

 

1. 研究の背景、着想に至った根拠 

歯の欠損は咀嚼機能の低下を招き患者の Quality of Life を大きく損なう。ましてやそれを支

える骨を失っては、義歯やブリッジ、インプラントなどによる治療も不可能となる。金属プ

レートによる再建でプレートの露出、義歯装着不能など、血管柄付き筋骨皮弁による再建では

顔貌回復の困難さ、侵襲の大きさなどが問題となる。しかし、現在ではこのような症例に対し

て自家骨や人工骨を用いた骨増生が行われるようになってきている。他部位より採取した骨の

固定・維持にはチタン製材が使用されてきた。両者の欠点を補うべく、コンピューターシュミ

レーションによる術前顔貌の回復を目指したテーラーメード型顎骨再生用チタンメッシュト

レーの開発を着想するに至った。 

 

2. 研究の目的 

 有歯列部の顎骨を喪失した患者にとって、疾病の再発はもちろんであるが、摂食という大き

な喜びを失うことも問題となる。特に、下顎歯肉癌、エナメル上皮腫などで下顎骨の連続性が

無くなった場合、インプラントなどが無くては咬合すら不可能である。本研究の目的は、テー

ラーメード型顎骨再生用チタンメッシュトレーを作製し、再建に用いることにより、義歯ない

しはインプラントによる咀嚼回復の有効性を確認することである。 

 

3. 対象：診断基準、適格基準 

3-1.対象疾患および人数 

 下顎骨に対して区域切除が行われているかあるいは今後行う予定の患者の 5例 

 ただし、下記の適格基準を満たす者とする。 

3-2.適格基準 

① 年齢 20 ～ 80 歳 

② Performance status (JCOG 基準)が 0または 1であること。  

3-3.除外基準 

① ドナーサイトに感染性（炎症性）の病変を有している場合。 

② ドナーサイトに腫瘍性（再発性）の病変を有している場合。 

③ その他、担当医が不適格と判断した場合。 

④ 全身麻酔可能な場合 

4.  治療計画 

4-1.医療機器の種類 

 テーラーメード型顎骨再生用チタンメッシュトレー（Bionic 社、佐川印刷株式会社より提供） 

 内部は自家骨に加え以下に示す２種類の骨補填材を使用する。 
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 骨補填材 セラタイト（小林製薬株式会社） 

 骨補填材 オスフェリオン（オリンパステルモバイオマテリアル株式会社） 

4-2.使用方法 

 残存骨径 8mm、幅径 4mmの回復を基準として、骨増生を行う。 

4-3.日数、スケジュール 

術中に再建用チタンに他部位（腸骨海綿骨）より採取した骨および人工骨をあてがい骨増生

を図ったのち、既存骨にスクリューにて固定し、粘膜縫合、皮膚縫合を行う。骨増生期間を

約 5 ヶ月置いた後、臨床的に問題ないことを確認し、補綴治療を行う。 

4-4.検査計画（検査・観察項目） 

4-4-1.治療開始前検査項目 

画像診断（CT 撮影）を行う。Biona（Bionic 社）シミュレーションソフトを用い、切除範囲

を想定した再建骨を設計する。骨再建デバイスは佐川印刷株式会社にて作製。 

4-4-2.治療期間中検査項目 

 以下のスケジュールに従って行う。 

 １．口腔内診査、CT撮影など 

 ２．術前検査、入院 

 ３．骨再建手術（疾病の手術が同時であれば再建も同時に行います。また、骨は人工骨と、

患者さんの腸骨海綿骨を採取させて頂きますため全身麻酔下の手術となります。） 

 ４．骨増生が完了するまで月に一回経過観察を行う。 

 ５．適宜、パノラマレントゲン、歯科用 CTにて骨増生の程度を把握する。 

 ６．5ヶ月後、義歯作製、インプラント埋入を行う。 

4-4-3.観察項目 

口腔内の精査（再建用チタンの露出、感染はないか）、骨補填材填入部の骨幅径、骨長径、

Ｘ線写真上の骨増生度、CT値などを評価する。 

4-5.中止基準 

① 感染などにより、自家骨また骨補填材が生着しなかった場合。 

② 患者から同意撤回書の提出を受けた場合。 

③ 担当医が、臨床研究の継続が困難と判断した場合。 

④ 予期していない重篤な有害事象が発生した場合。 

上記のいずれかが該当する場合には、臨床研究倫理審査委員会に報告し、プロトコルの再開

が可能か否かの判定を受ける。 

5. 可能性のある有害事象 

① 感染 

② 再建用チタンの露出 

③ 骨補填材の非生着 

可能性のある有害事象としては上述の事項が挙げられるが、骨補填材の臨床応用は口腔外科

領域のみならず整形外科領域においても既に行われており、重篤な有害事象の報告はなされ

ていない。 

6. 評価項目 

6-1.主要エンドポイント：骨再建による口腔機能改善率 

6-2.副次エンドポイント：骨幅径、長径の回復 

7. 有害事象発生時の対応 

 症状に応じて、医学的見地から最善と考えられる方法で対処する。 
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8. 倫理的事項 

 8-1.患者さんへの説明 

本臨床試験に先立ち、代表研究者もしくは共同研究者ならびに担当医は、患者本人に説明文

書を用いて下記の内容を十分説明する。（特に患者説明用紙に記載のある従来法との違いに

ついて） 

① 本臨床試験の目的と方法。 

② 予測される効果および有害事象 

③ 骨欠損に対する他の治療方法と、その利点、欠点。 

④ 本臨床試験への参加に同意しない場合でも、不利益を受けないこと。 

⑤ 本臨床試験の参加に同意した場合であっても、随時これを撤回できること。 

⑥ 本臨床試験についての質問あるいは疑問があるときには、いつでも担当医に尋ねること

ができること。 

⑦ 患者さんの人権やプライバシーが厳重に保証されていること。 

8-2.患者さんの同意 

説明を行った後、患者様が本臨床試験の内容を十分に理解したことを確認した上で参加の意

思を尋ねる。同意書に自署による署名を得て、2 部コピーし原本はカルテに貼付し、1 部は

患者本人に手渡す。1部は本臨床試験代表者が保管する。 

 8-3.臨床研究倫理審査委員会の承認 

 本臨床試験は、愛媛大学医学部附属病院 臨床研究倫理審査委員会での審査を受け承認さ

れた後に開始される。この治療法は、さらに厳しい基準のガイドラインが施行された際には

それに従うこととする。 

9. 費用負担 

入院全麻下の手術が必要なため、基準外医療費を申請する。 

 

５－２ 顎骨再建デバイス 

実際の患者のためにデザインしたデバイス例を以下に示す。 
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第６章 事業化、薬事申請計画 

６－１ 事業化計画 

佐川印刷が製造受注を受けてデバイス製造を行い、歯科口腔外科領域は BioNIC社が、整形外科

領域は日本メディカルマテリアル社が製造販売を担当する出口企業となる。 

 

６－１－１ 事業化体制 

事業化体制は、病院、デバイス製造と販売、デバイス製造部門が連携して、製品の開発と販売、

流通、技術向上に向けたフィードバック機能を効率よく行う体制を確立する。 

 

６－１－２ 歯科口腔外科 

歯科口腔外科領域におけるテーラーメードデバイスは 26年度からの販売を計画しており、年間

2,000症例、6億円の売上げを想定している。 

項  目 概  要 

製品名称 歯科骨造成用テーラーメードメッシュプレート（GBR） 

対象疾患／患者数 インプラント治療希望者で顎骨欠損患者／４～５万人 

対象顧客 BioNIC社（和田精密歯研） 

市場規模 年商 350億円（自由診療）  

現在の市場の状況 世界市場 年商 32億米ドル（平成 22 年）   

販売時期 平成 26年 4月 

想定売上規模（販売 3～5年目程度） 年間 2,000 単価 30万円（部品 10万円）で 6億円 
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６－１－３ 整形外科 

整形外科領域では 10年後にテーラーメード市場の 10% 17億円の売上げを想定している。 

項  目 概  要 

製品名称  テーラーメード骨再建デバイス 

対象疾患／患者数 運動器疾患／3,000万人 

対象顧客 日本メディカルマテリアル社  

市場規模 年 175億円（平成 33年予測） 

現在の市場の状況 国内 年 1,500億円 欧米メーカーが約 90%をシェア 

上市時期 平成 30年 4月  

想定売上規模 （上市 3～5年目程度） テーラーメード市場予測の 10%（17億円） 

 

６－２ 薬事申請計画 

６－２－１ 歯科口腔外科 

歯科口腔外科領域での薬事申請は BioNIC社により既に終了しており、次年度以降の臨床試験を

経て、平成 26年度の事業化を目標としている。 

薬事申請者  BioNIC株式会社（アイディエス社）  

クラス分類 クラスⅡ 歯科鋳造用チタン合金   

申請/届出 申請（認証番号 第 223AFBZX00039000号）  

製品・システム名称 バイオニックチタン（純チタン粉末）  

薬事申請に関する計画  平成 23年   薬事申請済  

平成 26年  事業化  

６－２－２ 整形外科 

整形外科領域での薬事申請は日本メディカルマテリアル社から行うことを予定している。 

平成 24年度には PMDAへの相談、平成 29年度に薬事申請、平成 30年度の事業化を目指す。 

薬事申請予定者 日本メディカルマテリアル株式会社 

クラス分類 クラスⅢ  

申請/届出 申請 

製品・システム名称 テーラーメード骨再建デバイス 

テーラーメード  

骨再建デバイスの  

薬事申請に関する 

今後の計画 

年 計画内容 

平成 24、25年  研究開発・臨床試験（本支援事業）  

医療機器探索的治験相談（PMDA）  

平成 26年～  

  平成 28年             

臨床試験・非臨床試験 （薬事申請資料・

データ収集） 

平成 29年  薬事申請 （日本メディカルマテリアル社）  

平成 30年  事業化 （受託生産対応：設備投資） 



 36 

第７章 全体総括 

 

 本事業では、佐川印刷及び京都大学が開発したチタン金属製テーラーメードデバイス造形技術を、

様々な医療分野の課題の解決に役立てることを目的とする。最終目的は本技術の実用化であり、そ

のために前臨床試験データを含む基礎的データの収集と並行して臨床試験を進め、連携支援事業終

了後のスムーズな事業化へ結びつけたいと考えている。この目的を達成するための主要テーマとし

て、①デバイス製造（1.デバイスデザイン、2.造形、3.生体活性化）、②製品化（1.前臨床的動物・

細胞試験、2.力学試験、3.医療機器承認・高度医療承認）、③臨床試験（1.歯科口腔外科、2.整形外

科、3.動物医療）を掲げ、それぞれのテーマに関して、プロジェクトリーダーの所属する京都医療

センターがオーガナイズした研究チームを佐川印刷が管理し、サブプロジェクトリーダーである京

都大学を中心に、中部大学、愛媛大学などの各研究機関へ担当業務の委託を行った。 

 本デバイス造形の流れは、患者の骨・関節の三次元画像データを基に、必要とされる機能を満た

したデバイスの三次元形状デザインを行い、選択的レーザー溶融（SLM）法を用いてチタン製デバイ

スを製造し、表面処理により生体活性を付与するというものである。そのためには、デバイスデザ

イン技術、デバイス造形技術、骨との結合や関節機能を付与する表面処理技術が必要となる。平成

23年度の成果として、患者の画像データを用いたデバイス設計技術の改良、SLMにおける微細構

造・高強度材造形技術の改良、表面処理技術の迅速化と高性能化に取り組み、それぞれの課題につ

いて事業化につなげるための有望な成果を得た。一方で、前臨床的動物・細胞実験、力学試験など

を並行してすすめ、製造・販売事業化の準備を進めるとともにその結果をデバイス製造へ反映した。

整形外科分野の臨床試験に関しては、すでに開始している手術支援ガイドの臨床試験を継続すると

ともに、骨再建テーラーメードデバイスについての臨床試験プロトコルを作成し、探索医療セン

ターへの支援申請を行った。今後は、学内倫理委員会での承認を得た上で臨床試験を開始する予定

である。歯科口腔外科分野における GBR及び顎骨再建デバイスについての臨床試験プロトコルにつ

いてはすでに完成し倫理委員会の承認を得ており、臨床試験を行って、デバイスデザインをはじめ

とするデバイス製造技術へのフィードバックを行った。 

 上記のように平成 23年度は連携支援事業初年度としては十分な成果を上げられた。平成 24年度

はこれまでの成果を発展させ、テーラーメードデバイス事業化の準備を進めていく。とくに整形外

科デバイスについては、テーラーメードという概念の新規性から、まずは高度医療としての承認が

必要と考えている。そのため、京都医療センター、京都大学を中心に PMDAへの薬事戦略相談を行う

予定であり、平成 24年度中に今後の具体的な方向性を定めるとともに、連携支援事業終了後の速や

かな実用化を目指す。 

 

 

 

 

 


