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1. 事業の概要 

近年使用が拡大している脊椎固定術のスクリュー&ロッドは大半が欧米メーカー製であり、小柄な日本

人にとってオーバーサイズであり、金属製のため緩みやすい、隣接椎間症状が出やすい、MRI 評価が困

難という欠点も存在する。 

カーボン繊維強化樹脂（CFRP）はしなやかで高強度、画像に映らない素材である。我々は世界唯一の

高強度型 CFRP ネジの技術を有し、スクリュー&ロッドにおいて上記課題を同時に解決することが可能

である。 
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1.1 事業の目的 

近年、高齢化により変形性脊椎症やすべり症といった加齢疾患が急増しており、ADL に対する影響が

大きいことから社会的問題となっている。また、本疾患は中期的には増加傾向が続く見込みである。 

これら変性疾患は中等～重症の場合は薬剤や保存的加療での対処は困難であり、脊椎内固定具と呼ば

れる機器を用いた固定術が主に行われており、標準的治療として世界的に普及している。特にスクリュー

&ロッドを用いたシステムは固定力が強く治療効果が高いことから最も効果が期待できる機器と捉えら

れている。他に棘突起プレートなど多くのデバイスが考えられてきたがいずれも治療効果・エビデンスの

観点から普及に失敗してきた。 

スクリュー&ロッドの脊椎固定具の国内市場規模は年間約 200 億円（腰椎用）で拡大を続けている。し

かし日本国内では現状のデバイスでは大きく４つの問題が存在している。 

① スクリューが緩む 

椎骨に対してデバイスが固すぎるため骨が摩耗し、術後に緩みが発生し、再手術が必要になる事があ

る。そのため緩みを防止するために大き目のサイズを選択することが多く、②の問題を引き起こしやす

い。 

② 椎弓根の骨折 

過大なサイズのスクリューを刺入すると起こりやすい。約 10%の頻度で発生し、再手術や再建手術が

必要になり、追加のデバイスの使用による膨大な医療資源の浪費にも繋がる。 

③ 隣接椎間障害 

椎骨に対しデバイスが硬すぎるため、長期固定時に隣接する椎骨の変形・崩壊を招き、腰痛などの症状

悪化さらには隣接部位への追加の手術が必要となる。 

④MRI のアーチファクト 

アーチファクトが強く術後 MRI で神経が殆ど見えず、治療効果が判定出来ない。 

 

①を防止するためにサイズを大きくすると②の問題が起こり、②を防ぐためにサイズを小さくすると

①が起きるというジレンマが存在する。さらに、日本人の特に女性においては椎弓根のサイズが小さいこ

ともあり（※現在、東京慈恵会医科大学脳神経外科で論文作成中）、大きなサイズのスクリューが刺入し

にくいという問題がある。 

①、②の問題を解決したくてもチタン合金製では強度に限界があり困難であること、また現在のデバイ

スメーカーは欧米メーカー中心であり比較的体格の大きな欧米人準拠のデバイスであることから、ニー

ズも日本人ほど大きくなく、未解決の問題となっている。つまり、日本人に合わせたサイズ・性能のスク

リューが不足している、という状況である。 

③および④についても、現在のデバイスがチタン合金など金属製であることから不可避な問題として

存在している。 

 

 

前述の①～④を一括で解決可能な方法として、カーボン繊維強化樹脂(CFRP)製の脊椎内固定具の実現

を考えている。CFRP は以下のような利点を備えている 

  金属と比べてしなやかで高強度、軽量（金属疲労のような事象が無い） 

  一般的に生体親和性が良い（チタンと比較してもなおアレルギー反応をほとんど起こさない） 

  日系企業が生産において質・量ともに世界で圧倒的なポジション 

 

この性質により、CFRP（俗にいうカーボン）は航空機や建築材料などに留まらず医療機器でも広く使
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用され、スクリュー&ロッドにおいても欧州・イスラエルメーカーが製造するものが存在する。 

  

しかし、CFRP には欠点も存在する。強度を保つためには繊維方向を揃えて成型する必要があるため、

板状・棒状の成型は得意であるが、本来はネジのような小さく細かい形状は作成困難である。そのため、

（医療用に限らず）カーボン製ボルトという機器は繊維を細かく切断して成型したものであり、繊維を保

ったまま成型したものは存在しなかった。過去にも日本大手カーボンメーカーも開発を試みたが、商業成

功例は存在しなかった。上記外資企業 2 社製品も同様であり強度面では不安を抱えている。（短繊維型と

呼ばれる） 

これに対してタカイコーポレーションが開発した一般用のカーボン製スクリューは、連続繊維でプレ

スによる成形がされた、世界初となる高強度のカーボン製スクリューである。繊維と樹脂の配合比率を工

夫し、金型への流し込み方を工夫することで、炭素繊維の方向を保ったままネジ形状に成型することに世

界で初めて成功した。また、カーボン繊維のみならず使用する樹脂を工夫し樹脂メーカー（日本ユピカ）

と協力しての開発により、PEEK を凌駕する性能の獲得に成功した。本スクリューは現状世界でタカイ

コーポレーションのみが保持する技術であり、特許取得済である。（長繊維型） 

現状では、一般製造業用として、自動車用を含む、多くの工業用で活用が期待され、現状複数の企業の

採用に向け交渉中である。これらの産業用に向け、ほぼ実用化に成功しており、既に以下のような条件・

性能を達成している。 

1.PEEK 製や鉄製のボルトを数倍凌駕する引き抜き強度・せん断強度 

2.鉄製と比較して、10 倍近い緩みにくさ（トルク方向） 

3.化学物質に対する腐食の強さ 

 

スクリューだけでなくロッドも新しい CFRP 製を開発し、既存ロッドを超える強度と柔軟性を備えた

デバイスの実現を企図している。そのため、カーボン製釣り竿で世界最高の技術を有し、市場でのトップ

シェアを誇るグローブライド株式会社と共同開発を行っている。グローブライドはカーボン製ロッドを

細くかつ十分な強度を保つために必要な技術・特許を多数保有している。 

 

CFRP 製であることは、放射線画像による検査の際に、画像のアーチファクトが少なく、術後の検査画

像の評価を容易に行うことが出来る。既存の外資系 2 社による CFRP スクリューではこの点の優位性は

既に証明されている。（この 2 社の製品は強度面では既存の金属製に対して優位性は無く放射線画像評価

においてのみ優位性が生かせるため、放射線画像撮影や放射線治療を頻回に行う必要のある骨腫瘍の症

例に対して使われている） 

 

まだ海外企業が追従できないこれらの国産技術を応用し、チタン製の問題を解決できる世界初の連続

繊維で成型された高強度 CFRP 製スクリュー&ロッドを早期に実現し、前述の①～④を解決することを

目指す。 

①CFRP により、トルク方向のみならず振動による緩みにくさを実現する。現在実証実験中 

②緩みにくいスクリューは小型化が可能、既存デバイスより日本人の体格に合わせたスクリューを実

現する。 

③CFRP はしなやかで脊椎の運動にある程度追従が可能であり、隣接椎間症状の低減が可能と推測す

る。ただしこの証明には長期の study が必要。 

④CFRP は CT や MRI でアーチファクトが無い。（上記の外資系 2 社は強度・緩みにくさの面で優位

性が無いことから、本ポイントでの強みを競争力としている） 
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なお、スクリューの具体的な開発目標は以下の通りである。 

開発目標 

(Ⅰ) 生体適合性を満足する 

(Ⅱ) 強度: 静的引張破断荷重を 2000N（200kg）以上。手術時に破損しない 

(Ⅲ) 耐久性：耐久引張荷重：1000N(100kg)以上。手術後に破損しない 

(Ⅳ) 緩み防止：既存のチタン製ボルトに比べ、2 倍以上緩みにくい 

(Ⅴ) 骨親和性：隣接椎間症状をゼロに 

(Ⅵ）非磁性：MRI で明瞭な撮像が可能 

(Ⅶ) 臨床医の作業性の向上：手術時間を 5％以上短縮 

(Ⅷ) 有害事象低減・医療資源保護：術中有害事象を無くして再手術を防ぎ、医療資源を削減する 

 

現在の開発進行状況について、上記のうち（Ⅰ）については東京慈恵会医科大学脳神経外科協力の下で

細胞毒性試験を行い、新規に使用する樹脂を含めて生体に対して安全性は極めて高いとの結果を得てい

る。また（Ⅱ）～（Ⅴ）についてはプロトタイプを完成することで具体的な実験を行う予定であり、形状

の決定を行うべく、既存品を用いた試験を現在実施している。 

デバイスの形状・デザインを決定すべく、競合製品の知財についても既に AMED 知財リエゾンに東京

慈恵会医科大学を通じて調査依頼済みであり、初期的調査は既に終了しており、安全に形状を決められる

体制となっている。今後、スクリューに関する特許出願はタカイコーポレーションと東京慈恵会医科大

学、ロッドに関する特許はグローブライドと東京慈恵会医科大学の共同出願とする予定であるが、出願の

際に再度のコンサルテーションを依頼する予定である。 

（Ⅵ）については前述の通り外資 2 社により既に有効性が示されており、我々も同様の所見が得られ

ることが予想される。（Ⅶ）（Ⅷ）については、東京慈恵会医科大学脳神経外科にて臨床治験を行うことで

証明が可能と思料している。 

 

・国内薬事申請：2025（令和 7）年 10 月 

・国内上市：2026（令和 8）年 10 月  

・海外薬事申請：2025（令和 7）年 10 月（申請国：ASEAN 各国、インド） 

・海外上市：2028 年度中を目標とする（上市国：ASEAN 各国、インド） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社タカイコーポレーション 

PL： 土田 健司（株式会社タカイコーポレーション） 

SL： 大橋 洋輝（東京慈恵会医科大学） 

共同体： ①東京慈恵会医科大学 

  ②グローブライド株式会社 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(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 脊椎内固定具 分類名称（一般的名称） 脊椎内固定具 

対象疾患 脊椎変性疾患、側弯症、外傷 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 後発（予定） 

使用目的又は効果 

本品は、脊柱変形（側弯症、後弯症、前弯症）、外傷、腫瘍、変性椎間板症、脊椎すべり症、

脊柱管狭窄症、弯曲、偽関節等の脊椎障害のため、脊椎固定術の適用が必要とされる患者

に対する胸椎、 腰椎、仙椎及び腸骨の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 
東京慈恵会医科大学にて設

立予定 

医療機器製造販売業許

可 
未 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

 医療機器製造業許可 未 

 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 

   

薬事申請時期 令和 7（2025）年 10 月 令和 7（2025）年 10 月 

上市時期 令和 8（2026）年 10 月 令和 10（2028）年 

想定売上（上市後 3年目） 1.73 億円／年（令和 11（2029）年時点） － 

市場規模（上市後 3年目） 200 億円／年（令和 11（2029）年時点） － 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
1％（令和 11（2029）年時点） － 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 
 

基本的な構成要素は既存の医療機器と同様。右の写真のうち、上は既存の他社製品であり下が我々の

試作品である。 

本製品の特長は、スクリュー部分とロッドを既存の金属製ではなくカーボン繊維強化樹脂製にするこ

とにより、 

・強度を保ったまま小型化 

・緩みにくい 

・画像評価が容易 

・椎体に対する micromovement の影響を排除 

を可能とする点である。 
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(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 

・医療機関（脳神経外科・整形外科） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

国内では胸腰椎用は現在 200 億円、頸椎用は 20 億円程度。高齢化は今後さらに進行することから、

2030 年ごろまでは拡大を続けるとみられる。 

グローバルでは計 1,000 億円程度の市場規模あり、高齢化および発展途上国での使用拡大により拡大

することは間違いないが、どの程度の率で拡大していくかは、特に発展途上国では予測が困難である。 
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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&ロッドシステムは、現状では上記のように欧米企業による寡占状況である。日系企業のシ

ェアは僅少であるが、これは以下のような要因がシェア獲得につながるからと考えられる。これらの要素

はいずれも日系企業は弱い。これにより、今まで市場獲得につながることが難しかった。 

 
しかし、現状の競合製品は、欧米企業・日系企業いずれも全てチタン合金製のスクリュー&ロッドであ

り、製品性能自体に差はほとんど存在しない。この領域のデバイスは既に発展限界にあり、これ以上の性

能向上の余地は乏しいものと考えられてきた。 

 

 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） 

我々のデバイスは、既存機器と異なり、カーボン繊維強化樹脂でスクリューとロッドを作成すること

で、 

・強度を保ったまま小型化 

・緩みにくい 
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・画像評価が容易 

・椎体に対する micromovement の影響を排除 

を狙ったものである。CFRP 製にすることで上記の目標が達成しうることは過去にも複数のメーカー

によりアイデアがあり、下記表の競合機器２のように製造を試行した企業も存在する。しかし、元来ネジ

を含む部品、細かい製品は CFRP 製では物理的に製造が困難であり、達成できた企業は存在しなかった。

しかし、岐阜県美濃市の株式会社タカイコーポレーションは世界で唯一長繊維型高強度 CFRP 製ネジを

製造できる技術を有しており、またグローブライド株式会社は釣り竿などのカーボンロッドを作成出来

る世界最高峰の技術を有しており、脊椎疾患で国内有数の施設であり医療機器開発のノウハウも有する

東京慈恵会医科大学も合わせ、我々のチームでは世界最高強度・高性能の CFRP 製スクリュー&ロッド

を実現することが可能な体制となっている。 

 

 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー JMED (仮称) メドトロニック Carbofix 帝人ナカシマ 

概要 CFRP 製スクリュ

ー&ロッド 

チタン合金製ス

クリュー&ロッ

ド 

CFRP 製スクリ

ュー&ロッド 

チタン合金製ス

クリュー&ロッ

ド 

型式 脊椎内固定具 脊椎内固定具 脊椎内固定具 脊椎内固定具 

特徴 チタン製より緩

まず、小型化可

能 

一般的なチタン

合金製 

低強度のため表

面はチタンコー

ティング 

一般的なチタン

合金製 

国内市場規模  70 億円 0 1～2 億円程度 

国内シェア  35% 0% 極小 

海外市場規模  数百億円 非公開 0 

海外シェア  40%程度 非公開だが極小

と思われる 

0% 

売価 ス ク リ ュ ー ：

\63,400~ 

ロッド：

\35,900~ 

スクリュー：

\63,400 

ロッド：\35,900 

不明 ス ク リ ュ ー ：

\63,400 

ロッド：\35,900 

保険償還 点数 ス ク リ ュ ー ：

\63,400~ 

ロッド：

\35,900~ 

スクリュー：

\63,400 

ロッド：\35,900 

不明 ス ク リ ュ ー ：

\63,400 

ロッド：\35,900 

クラス分類 Ⅲ Ⅲ 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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025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

一般製造業用のカーボンネ
ジ技術確立
一般製造業用のカーボンロッ
ド技術確立

試作機開発・改良
【CFRP製脊椎内固定
具】

量産機開発
【CFRP製脊椎内固定
具】

基礎・臨床研究 学術的現状分析、市場調査

薬事申請

知財対応

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

ネジ山の形状の決定に必要な試作・金
型の発注
ロッドのひな形試作

現状、臨床治験が不要となる可能
性が高くなっており、非臨床試験
およびPMDA相談の結果により
2022年度以降のスケジュールは
当初から大幅に変更しうる

試作・試験
①デバイス形状・材質決定
②スクリューの現状分析
③スクリュー設計・試作
⑤ロッドの現状分析
⑥ロッド設計・試作
⑦ヘッド部分　試作

基礎・臨床研究
②日本人椎体サイズ測定
③学術的現状分析

薬事戦略
①業許可取得（ISO/QMS対応）
③薬事相談（PMDA：対面助言）

試作・試験
①デバイス形状・材質決定
③スクリュー設計・試作
④試作品試験
⑥ロッド設計・試作
⑦ヘッド部分　試作

基礎・臨床研究
②日本人椎体サイズ測定
④カーボン製デバイス優位性証明
⑤非臨床試験

薬事戦略
①業許可取得（ISO/QMS対応）
③薬事相談（PMDA）

知財戦略
①出願準備・出願

・試作品第一号が予定より早く完成した
・非臨床試験を早期に行うべきとの方向
になった
・臨床治験が不要の可能性が出現した
・販売戦略は既存の卸に頼らず、EC活
用等のアイデアが出てきた
・出口戦略としてM&Aを考慮した場合、販
売戦略は自前での計画は不要になり得
る

デバイス全体の形状・材質決定

量産デバイスの決定

スクリューの設計・試作・強度試験

試作ロッドの性能試験

ロッド競合品の性能分析

ロッド設計・試作

日本人胸腰椎骨サイズ測定・論文化

日本人頸椎骨サイズ測定・論文化

非臨床試験

先行機器調査

特許申請

特許内容の精緻化・出願準備

★
2025.10

申請（国内外）

★
2021年度中

医療機器製造販売認証申請

慈恵医大ベンチャー設立

ISO認証に向けた取り組み（工場）

PMDA相談

医療機器製造販売認証準備

販売戦略の検討、方向性の検討

学術的現状分析

カーボン製デバイス優位性証明
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(2) 投資回収計画 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

薬事申請時期       ●    

上市時期        ●   

支出額（単位：億円） 0.60 0.84 0.81 0.23 1.47 1.46 1.70 2.85 3.59 3.48 

 うち補助対象 0.60 0.84 0.81 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.20 0.28 0.27 0.23 1.47 1.46 1.70 2.85 3.59 3.48 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － 0.03 0.17 

販売数量（単位：） － － － － － － － － 10 50 

 ① 海外 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

薬事申請時期       ●    

上市時期          ● 

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：）           

 ② 国内・海外合計 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

支出額（単位：億円） 0.60 0.84 0.81 0.23 1.47 1.46 1.70 2.85 3.59 3.48 

 うち補助対象 0.60 0.84 0.81 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.20 0.28 0.27 0.23 1.47 1.46 1.70 2.85 3.59 3.48 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － 0.03 0.17 

販売数量（単位：） － － － － － － － － 10 50 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

シェアの確保を継続して市場競争に勝ち残っていくために、１．製品力の強化の継続 と ２．卸を通

じた販売体制の革新 の２つを考えている。 

１．製品力の強化の継続 

我々のデバイスの強みは、既存金属製デバイスでは実現しえない性能を、素材と技術で達成しているこ

とにある。CFRP 製スクリュー&ロッドはそもそも開発が困難な機器ではあるが、競合他社が同様のコン

セプトを開発または特許切れ時に後発品を上市する可能性がゼロではない。（例：長繊維型 CFRP 製スク

リューは大手化学工業企業群が 20 年かかっても実用化出来なかったものであり、そもそもハードルは高

いが、我々の特許が公開後には製造可能となる可能性がある） 

この場合に備えて、我々は“樹脂の種類”そして“繊維の種類”も変え、さらなる生体適合性の高い、

椎体への埋め込みデバイスとしてさらに高性能のものを開発し続けることで対応を行う。どのような疾

患に対してはどのような樹脂と繊維の組み合わせが最適か、というラインアップ拡張を行うことが可能

である。ロッドに関しては繊維の方向や製造方法で剛性・柔軟性を微妙に調整することが出来、これもグ

ローブライド株式会社が長年かけて蓄積したノウハウに基づき実行可能である。このようなノウハウは

一朝一夕には蓄積出来ないものであり、競合に対する優位性を確保し続けることが可能と考える。 

２．卸を通じた販売体制の革新 

現在、医療機器に関しては各地の医療機器の卸を通じて流通することが多い。東京慈恵会医科大学脳神

経外科では、村山雄一主任教授の下で既存の販売体制とは一線を画する“EC を活用した医療機器販売体

制”の構築につき現在検討中である。本戦略はまだ検討中の段階ではあるが、我々のデバイスもこのシス

テムを活用する可能性が存在する。 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 RS 事前相談（2020 年 3 月 12 日@PMDA） 

・カーボン繊維強化樹脂製の実現にあたり、前臨床試験を行うにあたって留意すべきポイントの確認

および臨床治験の有無の判断につき相談を行った 

・前臨床試験は既存のガイドラインを参照しつつ、タイムラインも考え、プロトコルを作成してゆき、

不足点があれば追加していく。PMDA と連携し骨子作成を進める 

・臨床治験については、材料やリスク管理等の観点から、現状では何とも言えない。前臨床試験の経過

次第での判断になり、前臨床試験を適切に行っていくことが重要 

 

 2) 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） 

2019 年 4 月に AMED 知財リエゾンを通じて事前スクリーニング調査を実施済み 

 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 

チーム内に医療知財の専門家が存在。今後の特許申請も含めて、2020 年 4 月 15 日より検討を開始し

ている 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

スクリューおよびロッドについて試作品は完成しているが、性能の安定化や最終材料・形状の確定の試

行錯誤を行っている最中であり、現状約半年と期間を見積もっているが、進行状況次第では長引く可能性

が存在する。しかし、性能の安定化と安全性確保には不可避なプロセスと考えており、その場合延長はや

むを得ないと考えている。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

非臨床試験を中心としてデータを収集し、特許出願後に論文化も考えている。なお、薬事申請について

は 2020 年 6 月に PMDA に再度相談の予定となっており、非臨床試験のプロトコル作成を現在行ってい

る。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売チャネルについては「1.5 事業化に向けた検討結果」に記載。生産体制としては、株式会社タカイ

コーポレーションの新工場で量産体制を整え始めている。グローブライド株式会社での部品生産および

タカイコーポレーションの工場での最終製品のアセンブリを行う予定ではあるが、今後変更の可能性も

あり得る。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

QMS/ISO 認証の体制構築を、タカイコーポレーションおよび東京慈恵会医科大学にて 2020 年度中に

開始の予定である。 

 QMS 等の品質保証体制 
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上記アフターサービスと同様に進めていく予定 

 広報・普及計画 

クラスⅢ医療機器であり、一般向けの広報・普及には制限があり、医家向け広報がメインとはなると考

える。基本的な路線としては学会・論文発表といったエビデンスに基づく情報の拡散がメインとなり得

る。東京慈恵会医科大学脳神経外科のメンバーにて、今後学術的な活動を行っていく予定である。 

特に谷諭医師（脳神経外科脊椎班前教授）は業界の Key Opinion Leader であり大きな影響力を有す

る。 

 

 5) 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非臨床試験プロトコルの確定 

②臨床治験の有無の検討 

③ISO/QMS 認証 

①PMDA 相談で確定 

②PMDA 相談で確定（不要となる可能性高い） 

③専門コンサルに依頼しつつ整備 

知財 

①特許内容確定と申請 

 

①チーム内の専門家と相談しつつ内容を精緻化

中。AMED 知財リエゾンにも再相談予定 

 

技 術 ・

評価 

特になし 

 

特になし 

 

 

その他

事業化

全般 

①販売経路の検討 

②マーケティング戦略 

 

①東京慈恵会医科大学脳神経外科で戦略立案中 

②東京慈恵会医科大学脳神経外科で戦略検討中 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

タカイコーポレーションは、カーボン製スクリューの試作品を製作。頭部分とネジ山の形状を決定し、スクリュー形状を決定。試作品に必要な金型

の発注を行う。この間に、簡易型の強度試験装置にて、競合既存品を含めて性能評価は継続して行う。 

グローブライドはロッド試作品の性能安定化を目指し、製造条件の精緻化を行う。これを達成するにあたりロッドも新規の金型の作成が必要。スク

リューと同様、強度試験装置にて競合既存品を含めて性能評価を継続する。 

慈恵医大は、製造販売企業の元となるベンチャー企業の設立を開始。顧問弁護士・税理士および起業ノウハウを有する専門家の意見を取り入れ、本

年度中に設立に関する法務面での骨子を構築。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

CFRP 製脊椎内固定具 カーボン繊維強化樹脂でスクリューとロッドを作成することで、・強度を保ったまま小型化かつ緩みにくさを実現

したデバイス 

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 年度実施内容（業務計画書）  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・試験 

1)デバイス形状・材質決定 

（タカイコーポレーション） 

目的：最初期の試作品の材質と形状の決定 

方法：材質は既に決定済。また、現状で候補・

案は決定済。3 種類のネジ山の形状および 2

種類のスクリュー頭部形状の精緻化のため

に計 5 個程度の金型を作成・納品し、試作が

可能な状態とする。精緻化は引き続き 3)で行

う。 

2020（令和 2）年 3 月金型完成 

 

2)スクリューの現状分析 

▶ 

【進捗 70％】 

スクリューは初期的な山の形状は検討終了。2 年

度目に最終形態の金型を発注し、最終確定とす

る。スクリューは樹脂材料も確定。 

ロッドは形状と構造は確定しており外層も完成

しているが、内芯の材料が未確定。2 年度の前半

で材料を決定し、最終形状の確定としたい。 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

金型を継続して作成し、最終決定を行う。 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  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 

（タカイコーポレーション） 

目的：競合既存品の性質の把握 

方法：簡易型の振動試験を使用し、競合既存

品の性質・特性の分析を行う。特に振動によ

り、模擬骨に対する損傷の程度を評価する。 

2020（令和 2）年 3 月競合既存品の試験終了 

 

3)スクリュー設計・試作 

（タカイコーポレーション） 

目的：試作品の作成・評価が可能であること

の確認 

方法：1)にて納品した金型を用いて、試作品

の作成が可能であることを示す。まずは形状

だけでも試作品が成型出来ることを示す。 

また、評価には各種試験装置が必須であるた

め、どの装置が必要かの検討を行い、発注・

納品し、稼働確認を行う。 

2020（令和 2）年 3 月完成した金型を使用し

たスクリューの初期的成型および試験装置

の納品・動作確認 

 

5)ロッドの現状分析 

（グローブライド） 

目的：競合既存品の性質の把握 

方法：簡易型の振動試験を使用し、競合既存

品の性質・特性の分析を行っている。特に振

動により、模擬骨に対する損傷の程度を評

価。 

2020（令和 2）年 3 月競合品ロッドの振動試

験終了 

【進捗 100%】 

スクリューに関しては競合品の公的な情報の計

測を終了した。 

 

 

 

 

【進捗 20%】 

初期的成型に成功し、試験装置の納入も完了し

た。 

予定通りの進捗であり、今後試作品の試行錯誤を

行っていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100%】 

競合製品金属製ロッドの公的な情報の計測は終

了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定通り、試行錯誤を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

2019 年度実施内容（業務計画書）  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 

 

6)ロッド設計・試作 

（グローブライド） 

目的：最初期のプロトタイプの完成 

方法：最初期のプロトタイプ・コンセプトモ

デルを完成させる。今後の発展型試作を見据

えた専用の金型の発注・納品も行う。 

2020（令和 2）年 3 月最初期プロトタイプの

完成および金型完成 

 

7)ヘッド部分射出あるいは 3D プリンター試

作 

（タカイコーポレーション） 

目的：スクリューのヘッド部分の試作環境の

整備 

方法：作成が可能である外注メーカーの探

索・ディスカッションを優先して進めてい

き、スクリューヘッド部分の試作が可能な成

型技術を有するかを確認する。（この段階で

は知財の検討やスクリューに取り付ける状

態にはなっていない） 

2020（令和 2）年 3 月ヘッド部分作成の可否

の確認 

 

【進捗 10%】 

現在、内芯の材料の設定・試験を行っている。性

能についても、競合製品金属製ロッドの結果を反

映すべく、一部改良を開始した。そのため、当初

の予定よりやや進捗が遅れている印象。 

 

 

 

 

【進捗 20%】 

外注で最初期のヘッドの作成は完了した。今後、

知財情報を照会し、形状の最終化と特許出願を進

めていく。予定通りの進捗状況。 

 

 

内芯に使用する樹脂を変更する。外層との接着

がスムーズになり、安定した強度を確保できる

ように調整していく。 

 

 

 

 

 

 

予定通り、特許情報と併せつつ、2 年度中も試

作を行っていく。 

②基礎・臨床研究 

2)日本人椎体サイズ測定 

（東京慈恵会医科大学） 

目的：日本人椎体サイズの学術的確認 

方法：日本人の椎体が欧米人と比較して小さ

いことは経験則的には知られていたが、椎弓

スクリューの留置に重要なパラメーターで

▶ 

 

【進捗 50％】 

胸腰椎は計測が完了し、論文も現在提出中。 

頸椎も計測が終了し、論文の本文を記載中。予定

通りの進捗状況である。 

 

 

▶ 

 

引き続き論文の記載と提出を行っていく。 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  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 

はそのことが学術的に十分には証明されて

いなかった。適切なスクリューのサイズを明

らかにする目的で患者骨サイズを CT で測定

した研究・学術論文を記載し、submit する。 

2020（令和 2）年 3 月論文の完成と提出 

 

3)学術的現状分析 

（東京慈恵会医科大学） 

目的：競合既存品の関係する製品・学術情報

を収集 

方法：競合既存品に関する製品・学術論文・

エビデンスの情報を収集する。ただし、金属

製のものがほとんど。 

2020（令和 2）年 3 月競合品の論文収集およ

び性能試験に向けた競合品の入手 

 

 

 

 

 

 

【進捗：100%】 

競合品に関わる過去の論文はレビューを完了し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③薬事戦略 

1)業許可取得（ISO/QMS 対応） 

（タカイコーポレーションは 2019 年度中に

行う作業は無い。2020 年度より本プロセスに

関わる予定） 

（東京慈恵会医科大学） 

目的：医療機器製造販売許可取得・製造工場

の ISO/OMS 認証に向けた、専門家の探索 

方法：慈恵医大発ベンチャーが医療機器製造

販売を取得するにあたり、必要な外部コンサ

ルタントの探索・リストアップを行う。 

2020（令和 2）年 3 月コンサルタントのリス

トアップ 

 

 

▶ 

 

【進捗：5％】 

必要な条件の洗い出しを行い、今後のタイムライ

ンを策定した。本ステップは会社設立と関わって

おり、現状ではコンサルタントのリストアップと

具体的な相談には至っていない。やや進捗より遅

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

東京慈恵会医科大学内でのベンチャー設立が

完了後、直ちにリストアップ、そして許認可に

必要な人材の確保を行っていく。 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  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)薬事相談（PMDA：対面助言） 

（東京慈恵会医科大学） 

目的：本デバイスの今後の方向性の決定に向

けた相談開始 

方法：今後の進め方全体の相談を PMDA に申

し込む。 

2020（令和 2）年 3月 PMDA 相談申し込み 

【進捗 30%】 

RS 相談の第一回目を終了した。今後、非臨床試

験と臨床治験の有無の相談を行っていく予定で

ある。予定通りの進捗状況である。 

次回 6 月中に第２回の相談を行う。この時ま

でに非臨床試験のプロトコルは概ね完成す

る予定である。臨床治験については不要であ

る旨の情報収集を継続する。 
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(4) 2019 年度の到達点（総括） 

 

基本的な市場調査、先行機器の情報調査、および先行機器の分析は予定通りほぼ終了した。同時に試作品を作成する環境整備を 2019 年度中に行い、

各種分析機器や製造機械の納入を行い、予定通り終了した。これにより最初期の試作品を完成させることができた。ただし、ロッドについては分析の

結果一部材料に変更を要するため、今後試作と分析を継続する予定である。東京慈恵会医科大学にて医療機器製造販売企業となるベンチャー企業の

設立の準備も行っている。資本政策などを立案終了し、大学内での審議を行う段階となった。以上より、概ね当初の予定通りの進捗状況となってい

る。
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

  

チェックリスト

2019年度　成果報告書時点（2020年5月）自己評価 2020/4/27

プルダウンメニューを選んでください。

↓
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。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
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。 ○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。 △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
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。、 ○十分
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。 ×不十分
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。 ○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。 ○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。 ○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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ×不十分
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。 ○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。 △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。 △一部
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。 ×不十分
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。 ○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。 ○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。 ○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。 ○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。 ○十分

その他

知的
財産

薬事

01-307

医工連携イノベーション推進事業

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

株式会社タカイコーポレーション

案件番号

代表機関名

事業名

開発
戦略
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(2) 2019 年度補助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 

現状では特になし 

 

 2) 事業の進め方 

ISO/QMS 認証など、医療機器の製造販売に必要な条件についてチームで共有すべく纏めておくべきで

あった 

 

 3) その他 

現状では特になし 

 



 

22 

(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 

特になし   

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） 

臨床治験は行う予定 臨床治験を行わない可能性がある PMDA およびその他の専門家の指摘によ

り、不要となりうる可能性が示されたため 

 

(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 なし  

知財 なし  

技術・評価 なし  

そ の 他 事 業

化全般 

なし  

 

(5) 採択先条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

2020 年度中に慈恵医大にて会社が設立されることが条件 大学内で審議中。資本政策等はほぼ確立済 
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 2 年度の事業概要 

タカイコーポレーションは、カーボン製スクリューの試作およびロッドと組み合わせたデバイス全体の耐久試験を繰り返し行い、性能の安定化と

ブラッシュアップを行う。この際に、迅速な試作・製造を目的として製造機械の追加導入を行う。グローブライドはロッド試作品の性能安定化を目指

し、ロッドの試作を継続する。金型の作り直しも行う。慈恵医大は製造販売企業の元となるベンチャー企業の設立を行う。また、今後の医療機器製造

販売業許可を取得するため、専門家へのコンサルティングおよび、グローブライドと協力のうえ、工場の ISO13485 取得を行っていく。試作品が最

終形態に達した後、3 者合同で前臨床試験および生体安全性試験の最終化を開始し、スクリュー・ロッドそれぞれで国内・国際特許申請を行う。 

 

(2) 令和 2 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

（１）試作・試験 

①デバイス形状・材質決定 

タカイコーポレーション 目的：最初期の試作品の完成 

方法：2019 年度に納品した金型使用し、スクリュー本体の最初期の試作品を完

成する。デバイス全体の性能アップと精緻化は引き続き③で行う。 

③スクリュー設計・試作 タカイコーポレーション 目的：試作品の性能の安定化・ブラッシュアップ 

方法：各種強度・振動試験を行いつつ、試作品の性能の安定化・形状のブラッシ

ュアップを行う。試作・製造に必要な機械の購入・納品を行う。前臨床試験・ヒ

トへの使用が可能となる形態の完成を目指す。 

④試作品試験 タカイコーポレーション 目的：試作品の性能評価 

方法：③と連動し、試作品をその都度試験を行う。基本的には工場内で自前にて

行うが、必要時は GLP 認証施設での公的試験を行う（この場合は別途外注費が

発生）。 

⑥ロッド設計・試作 グローブライド 目的：試作品の性能の安定化・ブラッシュアップ 

方法：各種強度・振動試験を行いつつ、試作品の性能の安定化・形状のブラッシ

ュアップを行う。前臨床試験・ヒトへの使用が可能となる形態の完成を目指す。 

⑦ヘッド部分 3D プリンター試作 タカイコーポレーション 目的：スクリューのヘッド部分の試作 

方法：スクリューヘッド部分の試作を行う。他社競合品の知財の検討およびスク

リューに取り付けての状態評価も行う。製造自体は外注にて行う。特に知財関係

が複雑であり、頻回の試行錯誤が必要になると考えられる。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

（２）基礎・臨床研究 

①生体安全性試験（発展） 

東京慈恵会医科大学 目的：承認申請に向けたデバイスのデータ取得・報告書作成 

方法：最終的に決定したデバイスの材料を用いて生体安全性試験を、GLP 認証

施設に外注する。試験開始を年度内に目指す。 

②日本人椎体サイズ測定 東京慈恵会医科大学 目的：日本人椎体サイズの学術的確認 

方法：日本人の椎体が欧米人と比較して小さいことは経験則的には知られていた

が、椎弓スクリューの留置に重要なパラメーターではそのことが学術的に十分に

は証明されていなかった。適切なスクリューのサイズを明らかにする目的で患者

骨サイズを CT で測定した研究・学術論文を記載し、accept を目指す。 

④カーボン製デバイス優位性証明 東京慈恵会医科大学 目的：本デバイスの優位性の学術的証明 

方法：スクリューおよびロッドについて、既存品と比較して性能（剛性・強度）

が非劣勢であること、可能であれば緩みにくさ・放射線画像評価での優位性を提

示する。論文での発表を目指すが、特許出願後に行う。 

⑤非臨床試験 東京慈恵会医科大学 

タカイコーポレーション 

グローブライド 

目的：承認申請に向けたデバイスのデータ取得・報告書作成 

方法：非臨床試験の計画立案および試験施設の選定を行う。試験開始を目指す。

デバイスの完成後に行う。 

（３）薬事戦略 

①業許可取得（ISO/QMS 対応） 

東京慈恵会医科大学 

タカイコーポレーション 

目的：工場の ISO13485 取得および医療機器製造販売企業設立に必要な条件達

成への道筋作り 

方法：連携し、工場の ISO13485 取得に向けた手続きを行う。 

②体制構築 東京慈恵会医科大学 目的：慈恵医大発の企業を設立し、製造販売企業への道筋をつける 

方法：慈恵発ベンチャー企業の設立 

医療機器製造販売企業に必要な条件を、専門家と協議して洗い出してやるべきこ

とをリストアップする 

③薬事相談（PMDA：対面助言） 東京慈恵会医科大学 目的：本デバイスの今後の方向性の決定 

方法：今後の進め方全体の相談を PMDA に行う。臨床治験の有無および前臨床

試験の進め方について協議する。特に、前臨床試験や承認申請で優位性を確立す

るために必要な試験内容の打ち合わせを行う。 

（４）知財戦略 

①出願準備・出願 

東京慈恵会医科大学 

タカイコーポレーション 

目的：新規デバイスの国内・国際特許の出願 

方法：AMED 知財リエゾンや知財の専門家との協議を行い、先行特許を再調査
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項目名 実施主体 具体的な内容 

グローブライド する。これを踏まえてスクリューについてタカイコーポレーションと慈恵大学、

ロッドについてグローブライドと慈恵大学での共同出願を行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
株式会社タカイコーポレーション 

〒501-3712 岐阜県美濃市口野々3189-1 

電話: 0575-33-0826 / FAX: 0575-35-2368 / E-mail: k-tsuchida@takaicorp.co.jp 

 

 


