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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

新インプラント

スクリューと棒で脊椎を完全に固定

人工関節付カバーで脊椎を制動

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

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、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、侵襲が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。 

国内市場については、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。 

 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：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 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：脊椎制動具 

(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 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 

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 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 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 平成 29（2017）年 4月 平成 29（2017）年 12月 

上市時期 平成 29（2017）年 10月 平成 30（2018）年 2月 

想定売上（上市後 3 年目） 5.5億円／年（平成 32（2020）年時点） 13.6億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 682億円／年（平成 32（2020）年時点） 13,650億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 0.8％（平成 32（2020）年時点） 0.1％（平（2021）年時点） 

(3) 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 個ごとにオーダーメイドで

作成した脊椎カバーとそれを連結する可動部分（現在は人工関節構造、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、出血も多少である。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。 

 

                        
         

 

           

人工関節付きカバーで脊椎を制動 

オーダーメイド設計 

の脊椎カバー 

可動部分 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

脊椎変性疾患・脊椎損傷に対して、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、長期入院、実施機関の

限定などの問題があった。本研究のテーマである脊椎制動インプラントはこれらの問題をすべて解決す

る革新的医療機器である。実現すれば合併症率の大幅な低減と治療可能患者の増加が期待できる。また、

３Ｄチタンプリンターを利用したオーダーメイド医療の嚆矢となり、他のインプラント開発にも好影響

を与えるものと考える。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

変形性脊椎症（頚椎症、腰椎症）、脊椎損傷、すべり症の患者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、脊椎制動具のメリットによる創出市場を

脊椎固定術市場の 50％、250 億円とすると、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。 

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。海外の創出市場は同様に計算すると、5000 億円となる。 

 

(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 

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。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、ストライカー社は 3 大大手インプラント会社で 80%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） 

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インプラントは、スク

リューを使用せずに脊椎を固定しない方法で、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。 

現行の脊椎固定具の問題点  脊椎制動具の利点 

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 

②隣接椎間病変 15-40% → 脊椎を固定しない手術法で隣接椎間病変
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を予防 

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 

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 

（２）本事業の優位性 

現行の脊椎固定具の問題点  脊椎制動具の優位性 

①スクリュー誤刺入 10-30% → 誤刺入 0％ 

②隣接椎間病変 15-40% → 隣接椎間病変ほぼ 0％ 

③入院期間 1 か月以上 → 入院期間 1 週間 

④高度手技と設備投資数千万～2 億円 → 一般脊椎外科医が手術可能、設備投資 0 円 
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1.5 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  

  

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 計画

実績

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。

試作機開発・改良 計画

【製品名】脊
髄制動イン
プラント

実績
切削によるインプラント作成と力学試験施行、チタ
ンプリンターによるインプラント作成と動物実験を
行った。

量産機開発 計画

【製品名】脊
髄制動イン
プラント

実績 量産機の開発は平成27年度に行う。

臨床研究 計画

実績 臨床試験は治験として平成28年度に行う。

薬事申請 計画

実績 ＰＭＤＡの事前相談済。

知財対応 計画

実績 国内、国際特許申請済み。

販売戦略 計画

実績 販売戦略は平成27年度以降に計画。

上市時期 計画

実績 上市は平成29年以降に計画。

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。

追加特許申請
医療機器製造販売認証申請
ＣＥマーキング、501k申請
追加特許申請
上市（国内、海外）

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

治験
第三者認証機関相談
販売チャネル確保
アフターサービス体制構築
市場調査

試作品開発（一次）

試作品開発（二次）

安全性・耐久性検討

量産試作

治験

薬事体制づくり

PMDA：個別面談 PMDA：事前相談 PMDA：対面助言 第三者認証機関相談

知財体制づくり 戦略検討

★

医療機器製造販売認証申請

チャネル確保 アフターサービス体制構築

市場調査

追加特許申請

★

H29.10 上市（国内）

★

H30.2 上市（海外：米国・欧州）

★

H29.12 CEマーキング
★

H29.12 501K申請

試作品開発（一次）

試作品開発（二次）

PMDA：対面助言準備面談

薬事体制づくり

知財体制づくり
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(2) 投資回収計画 

 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    ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.59 0.53 0.8 1.5 1.8 4.0 4.0 5.6 8.0 10.0 

 うち委託費 0.59 0.53 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.59 0.53 0.8 1.5 1.8 4.0 4.0 5.6 8.0 10.0 

売上高（単位：億円） － － － 0.55 2.2 4.95 5.5 7.7 11.0 13.75 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

H26～H28 

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。     

H29～H35 

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。 

 2) 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 10 箇所選定する。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。 

 

 

(3) 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” 

本研究課題である「脊椎制動インプラント」はクラス 3 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。 
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 2) ビジネス体制 

 
 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

本プロジェクトは 3D プリンターによるチタン製のカスタムメイドインプラントの製造販売であり、その

製造体制を確立することが本事業の必須の条件である。患者の CT データから３D チタンプリンターに用

いるデータへの変換及びそれに基づくインプラントの設計技術を持つエーピーアイ（株）と３D チタン

プリンターによる製造ノウハウを持つ(株)コイワイは本事業での必須の役割を果たすことが期待されて

いる。 

 

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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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

脊椎制動インプラントの構成要素である椎弓カバー部分の作成・改良（試作機開発・一次）、人工関節部分の作成・改良（試作機開発・二次）を

行う。これらの試作と並行して、薬事・知財戦略の体制づくり、薬事相談を行う。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

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 
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(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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試作機開発（一次：脊椎カバー部分の試

作、改良） 

患者用・動物用試作機の作成・評価を平

成 26 年度内に各５回程度繰り返し、改良を

行う。 

具体的には、患者用試作機のカバー部分

の力学的強度が 500 万回のねじり試験で破

壊なしとなるようにカバーの構造を調整す

る。動物実験用試作機は動物移植後 3 か月

時点での体内でのずれが 1mm 以内となる

ように、またメッシュ孔の 50%以上で骨再

生が起こるようにカバーの構造を調整する 

▶ 

患者・動物用試作機の設計のため、脊椎画像デ

ータを動物 5 頭、患者 5 名分の収集完了。 

動物実験は 3 頭で移植を完了。今後移植 3 か月時

点で評価を行う。 

患者用カバー部分の力学的試験のための脊椎モデ

ルのデータ取得を終了し、3D プリンターで作成

した。500 万回のねじり試験を行う。 

 

▶ 

本実施内容は２６年度で完了。 

②試作機開発（二次：人工関節部分の試作、

改良） 

患者用・動物用試作機の作成・評価を平

成 26 年度内に 1 回以上行い、平成 27 年度

も継続する。 

具体的には、患者用試作機の制動インプ

ラント全体の力学的強度が 500 万回のねじ

り試験で破壊なし、可動域が全方向に 5 度

以上となるように関節の構造を調整する。

動物実験用試作機は動物移植後 3 か月時点

での体内で全方向に 5 度以上可動するよう

に、関節の構造を調整する。 

 

 

 

▶ 

患者・動物用試作機の設計のため、脊椎画像デ

ータを動物 1頭、患者 1名分の収集完了。 

動物実験は 1頭の移植を完了。今後 3か月時点で

の評価を行う。 

患者用試作機を 3Dプリンターで作成し、力学試験

中。 

▶ 

患者用・動物用試作機の作成・評価を平成

２７年度内にそれぞれ４回以上行う。人工関

節部分はスプリング型を作成する。 

具体的には、患者用試作機の制動インプラ

ント全体の力学的強度が５００万回のねじり

試験で破壊なし、可動域が全方向に５度以上

となるように関節の構造を調整する。但し、

脊椎に関しての荷重及び可動に関しての詳細

なデータは非常に少ないことから、産総研及

び PMDAと相談の上、現実的な実験プロトコー

ルを作成する。動物実験用試作機は動物移植

後３か月時点での体内で全方向に５度以上可

動するように、関節の構造を調整する。 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 

③市場評価 

現在の脊椎固定術市場と脊椎制動インプ

ラント市場評価を行う。 

▶ 

脊椎固定術市場評価の一部を行った。 

▶ 

平成 26 年度の脊椎固定術の市場評価の継

続と平成 28 年度に脊椎制動インプラント市

場評価を行う予定。 

④薬事戦略への体制づくり 

エーピーアイ株式会社の患者個別データ

受付と設計、株式会社コイワイのインプラ

ント製造、株式会社アムテックの販売まで

をシームレスに対応できる体制を確立す

る。 

▶ 

第 1 回研究推進会議とその後の臨時会議で体制づ

くりを行った。 

▶ 

薬事戦略の継続。 

⑤薬事相談 

平成２６年度中に２回薬事相談を行い、

オーダーメイド医療機器、チタンプリンタ

ーを利用した医療機器の薬事承認申請につ

いての指導を受ける。 

 

▶ 

PMDAの事前面談と平成 27年 1月 14日に対面助

言準備面談相談を行ったが 2 月に予定していた開

発前相談は PMDAの有識者の都合が付かず、次年度

に行う。平成 26年 11月 25日からの薬事法から薬

機法への変更のため、PMDAの薬事相談の内容が変

更となり、当初の予定に変更が出た 

▶ 

PMDA開発前相談の実施。 

⑥知財戦略の体制づくり 

本事業に関連した知財保護体制、事業中

に発生した新しい知財の特許申請の体制を

整備する。 

 

▶ 

第 1 回研究推進会議とその後の臨時会議で体制

づくりを行った。 

▶ 

平成 27年度に知財体制の継続。 

⑦事業の管理・運営 

研究を円滑に推進するため、一連の研究

全体について研究開発推進委員会の運営等

により各研究開発項目の総括的な課題抽

出・検討・研究成果の評価を行う等研究開

発を統括する。 

 

▶ 

研究推進委員会を３回行い、事業実施機関の進

捗確認と事業機関間での課題の共有化を行った。 

▶ 

平成 27年度は研究推進委員会４回を予定。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 薬事戦略相談個別面談（2012 年 11 月 29 日@PMDA） 

本インプラントについての概略を説明し、下記指導を受けた。 

（１）医療機器製造販売業許可を受けた企業との連携が好ましい（２）本技術の目的とする機能が発

揮できるのかどうか、まずモデルを用いた実験や、動物実験を行うのがよいと思われる（３）本技術

の医療機器はクラスⅢ（不具合が生じた場合、人体への影響が大きいもの）に該当するだろう（４）

薬事認可を受けるためには、臨床試験が必要だろう（５）完全オーダーメイドだと薬事認可を受ける

ことは難しい。 

PMDA の指導に沿い、その後の開発を計画・実施してきた。（１）医療機器製造販売業許可を受けた

アムテックと連携（２）アムテックと共同でモデルを用いた実験、岐阜大学と提携して動物実験を行

っている（３）クラス III で申請予定（４）臨床試験は平成 28 年度に予定（５）今後の厚労省「三次

元積層技術を活用したインプラントの評価指標」や経産省開発ガイドラインを注視して開発を行う。 

 対面助言準備面談相談（2015 年 1 月 14 日@PMDA） 

開発前相談の準備面談を行った。開発前相談の 2 週間前までに提出する資料の説明を受けた。 

試験プロトコール及び類似品をあげて、それにどのような機能が加わったかなどの資料提出を求めら

れた。 

 

 開発前相談（2015 年 2 月に予定@PMDA） 

２月での PMDA の有識者招集の都合が付かず２７年度へ変更となった。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①薬事承認に向けた研究の方向性の検討 

本インプラントは3Dチタンプリンターを使用し

た本邦初の埋め込み型医療機器であることオーダ

ーメイドであることから、研究の方向性については

十分な検討が必要である。 

 

 

PMDA と頻回に打ち合わせを行い、近々発表され

る厚労省「三次元積層技術を活用したインプラント

の評価指標」や経産省開発ガイドラインに沿って研

究を進める。 

②治験の準備 

本インプラントは新規医療機器のため、治験の必

要があると考えられる。 

 

  

 

PMDA の指導のもと、薬事申請前に治験症例数の

調整、実施施設の選定を開始する。 
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(2) 知財対応 

 1) 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）。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。今後も開発と並行してクレーム内容を検討し、必要があれば追加特許を申請する。 

 

 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 

本インプラント開発中に得られた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。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①基本特許のクレーム内容の検討 

開発中に基本特許のクレーム内容について検討

する。 

 

 

 

基本特許のクレーム内容を再確認し、薬事戦略と

合わせて内容を検討する。 

②追加特許の必要性の検討 

本インプラント関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。 

 

 

開発、臨床試験中に得られた知見について、薬事

面も考慮して追加特許の必要性を検討する。 

 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 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

申請のための力学試験の内容、インプラント設計効率化も課題である。 

 

 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。 
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 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①薬事申請のための力学試験 

力学試験は三次元造形機で作成した金属の特性

を基礎データとして、オーダーメイドで設計した場

合の個人の脊椎形状によるバラツキも考慮しなけ

ればならない。 

 

 

PMDA と頻回に打ち合わせを行い、近々発表され

る厚労省「三次元積層技術を活用したインプラント

の評価指標」や経産省開発ガイドラインに沿って研

究を進める。 

②インプラント設計の効率化 

インプラント設計には専門の技術者が必要で、症

例ごとに長時間を要するため、効率化が必要であ

る。 

 

 

大量のオーダー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。また、設計時間を短縮するためのソフトウェ

アも開発する計画である。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

既にクラス IIIの脊椎固定材料の製造販売業を 20年近く行う(株)アムテックの確立した販売チャネ

ルを通じて本製品の販売を行う。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

開発者の菅原卓を中心にしたスタディーグループにより、臨床的なアフターサービス、使用ドクタ

ーへの継続的な教育を行う。また、徹底した市販後調査により臨床データの収集およびフォローアッ

プを行う。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

既にクラス III の脊椎固定材料の製造販売業を 20 年近く行う(株)アムテックの確立した QMS 体制

に基づき品質保証管理を行う。しかしながら、医療機関との個人データの授受、管理などカスタムメ

イドインプラント事業として慎重に取り扱わなければならない部分が追加されることから、社内教育、

関係事業者への教育が必要であると考える。 

 

 広報・普及計画 

日本脊髄外科および日本脊椎脊髄病学会を中心とした学会活動により、日本発の画期的な脊椎イン

プラントへのバックアップ体制を確立する。開発者の菅原卓を中心にマルチセンタースタディーを実

施し、学会発表と専門雑誌の掲載を通じて科学的な有効性を日本国内および海外へ訴える。 
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 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①薬事承認取得 

世界でも画期的な考案によるインプラントであ

ることから、高い薬事承認取得のハードルを短時間

にクリアしなければならない。 

 

 

PMDA への説得力のある資料及び試験データな

どの準備により、戦略的な交渉を目指す。 

また、最新の分析ソフト等の使用により、世界レベ

ルでの短時間の製品化を行う。 

 

②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。 

 

 

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。 
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 二次試作において、患者用も動物用も人工関節部分はボールアンドソケット型で計画した。 

変更後 患者用はボールアンドソケット型からねじ状構造に変更した。動物用も平成 27年度からねじ状構造

に変更する。 

ボールアンドソケット型の人工関節はメタルオンメタルと呼ばれる構造で、可動時に金属のかすが出

ることが知られている。最近、このかすが局部の炎症などの原因となるといわれており、人工関節部の

形状を変更した。 

(3) 事業化体制 

特になし 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 平成 26年度中に 2 回の PMDA 面談を受ける予定であった。 

変更後 平成 26年度の 2回目に予定した PMDA 面談は PMDA側の専門家の都合がつかず、行わなかった。平成

27 年度に行う予定である。 

 

 

1.8.2 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 

薬事申請 インプラントをカスタムメイドで申請す

るときはサイズなどの規定が必要である。 

われわれのデータベースには約 1000 例

の日本人脊椎データを蓄積しているが、そ

の中の最大、最小、中間のものでサイズを

検討していく。 

知財対応 基本特許は事業を見据えたものとし、ア

ジアでの模倣対策など知財戦略も検討して

ほしい。 

基本特許については日本、アメリカ合衆

国、ドイツ、スイスに出願しているが、本

インプラントの事業化を目的とした研究中

に開発した新技術に関して追加特許を申請

する。特許申請が不可能な部分については

意匠権・商標権も検討する。特にアジアに

おいてこれらの申請を行う場合には各国の

特許事情を十分に検討し、申請時には誤訳、

代理人申請、請求項の選定・作成に特に留

意する。 

技術・評価面 ３D プリンターを用いた開発に際して、

厚労省、経産省のパブコメ、ガイドライン

に留意されたい。 

厚労省がパブリックコメントを求めた三

次元積層技術を活用したインプラントの評

価指標（案）に沿い、次のように研究を進

めている。品質管理上の留意点に関しては、
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領域 指摘事項 対応 

原材料の種類・純度の確認、製造時に生じ

る内包欠陥の有無の検査、造形パラメー

タ・製造装置仕様の規定を行う予定である。

また、最終製品の非臨床評価における留意

点については、積層方向による異方性、表

面粗さ、既存品との同等性、形状精度、生

物学的・機械的安全性、安定性・耐久性に

ついてそれぞれ評価を行っており、並行し

て動物試験も進行中である。 

その他事業

化全般 

人工関節部をばね状構造に変更すること

により、材料が生体と反応するなどの不具

合がないか確認が必要である。 

ばね状構造は脊椎カバー部分と同じ 6-4

チタンで作成するため、生体内での反応は

問題なく、力学試験を平成 27 年度も継続し

て行う予定である。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①試作機開発（二次：

人工関節部分の試作、

改良） 

患者用・動物用試作機の作成・評価を平成２７年度内にそれぞれ４回以上行う。

人工関節部分はスプリング型を作成する。 

具体的には、患者用試作機の制動インプラント全体の力学的強度が５００万回

のねじり試験で破壊なし、可動域が全方向に５度以上となるように関節の構造を

調整する。但し、脊椎に関しての荷重及び可動に関しての詳細なデータは非常に

少ないことから、産総研及び PMDA と相談の上、現実的な実験プロトコールを

作成する。動物実験用試作機は動物移植後３か月時点での体内で全方向に５度以

上可動するように、関節の構造を調整する。 

②安全性・耐久性試験 患者用では脊椎モデルにインプラント全体を装着、動物用では動物にインプラ

ント全体を移植して、それぞれ安全性・耐久性を行う。 

 

③量産試作 一次・二次試作、安全性・耐久性試験の結果をもとに患者用インプラント全体

の構造を見直し、性能・デザインについて検討を行う。 

④薬事申請の準備 平成 27 年度内に PMDA の対面助言を受け、また厚労省「三次元積層技術を

活用したインプラントの評価指標」や経産省開発ガイドラインに沿って研究を進

める。また PMDA の指導のもと、薬事申請前に治験症例数の調整、実施施設の

選定を行う。 

 

⑤知財戦略の検討 平成 27 年度内に基本特許のクレーム内容を再確認し、薬事戦略と合わせて内

容を検討する。また、研究中に得られた知見について薬事面も考慮して追加特許

の必要性を検討する。 

 

⑥販売戦略の検討 平成 28 年度の治験、29 年度の上市を目指し、平成 27 年度に販売チャネル確

保について検討を行う。 

 

⑦事業の管理・運営 研究を円滑に推進するため、一連の研究全体について研究開発推進委員会の運

営等により各研究開発項目の総括的な課題抽出・検討・研究成果の評価を行う等

研究開発を統括する。 

 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  カスタムメイド医療機器として、サイズの規定などについてＰＭＤＡの指導のもとに

準備を行う。 

知財対応  本インプラントの事業化を目的とした研究中に開発した新技術に関して追加特許・意

匠権・商標権などを申請する。各国の特許事情を十分に検討し、申請時には誤訳、代

理人申請、請求項の選定・作成に特に留意する。 
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技術・評価面  厚労省がパブリックコメントを求めた三次元積層技術を活用したインプラントの評

価指標（案）に沿い、研究を進めている。品質管理上の留意点に関しては、原材料の

種類・純度の確認、製造時に生じる内包欠陥の有無の検査、造形パラメータ・製造装

置仕様の規定を行う予定である。また、最終製品の非臨床評価における留意点につい

ては、積層方向による異方性、表面粗さ、既存品との同等性、形状精度、生物学的・

機械的安全性、安定性・耐久性についてそれぞれ評価を行っており、並行して動物試

験も行う。 

その他事業

化全般 

 事業化計画（投資回収計画）の立案精度の向上を行う。 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

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。 △一部

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。 △一部
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。 ×不十分
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
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。 ×不十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 ○十分
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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1.10.2 平成 26 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 

現体制で問題ないと考える。 

 

(2) 事業の進め方 

平成 26 年度は研究が短期間で終了したこともあり、十分にＰＭＤＡ相談、指導を受けることができな

かった。本事業の最終目的は薬事承認と上市であるので、今後は早期にＰＭＤＡとの面談を予定したい。 

 

(3) その他 

特記することなし。 

 

1.11 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 

〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成６丁目６－３ 

電話: 022-279-8811 / FAX: 022-279-8880 / E-mail: s-saito@icr-eq.co.jp 

 


