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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。 

 

  
  

2020年12月時点

補助事業実施体制

学会を通じてアピール

密
に
連
携

外
注

製造企業
製造業［予定］

タカイコーポレーション

•スクリュー部分の技術提供と試作・製造
• ISO認証工場の運営と管理
•デバイスの機械的実験・検証

製販企業
第一種製造販売業［予定］

スパインテック
（慈恵ベンチャー）

•製造販売企業、
医療機器会社として設立予定

•製品化・事業化の主体となる
•将来的には資金管理も

医療機関

東京慈恵会医科大学
•論文・学会を通じたエビデンス構築
•臨床治験などの実施
•承認申請を見据えた開発推進
•機器開発の戦略立案
•資本政策の立案
•知財管理
•医療機器会社設立

企業
グローブライド

•ロッド部分の技術提供と試作・製造

相談

申請

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

代表機関

PL

中

新SL

金属加工企業

•スクリューヘッドの試作外注
•手術用ツール発注

顧客
（国内、アジアの医療機関）

販売企業
高度管理医療機器等販売業
※オンラインの可能性あり

新
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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。 
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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線維を細かく切断して成型したものであり、線維を保

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。（短線維型と

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。線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、カーボン線維のみならず使用する樹脂を工夫し樹脂メーカーと協力しての開

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。（長線維型） 

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

ェアを誇る株式会社グローブライド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

線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） 

 

なお、上記の計画であったが、PMDA 申請および計画の進行により、2021 年 3 月時点で、予定は上記

より大幅に前倒しする可能性が高くなってきている。 

 

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 

  



01-307 
カーボン繊維強化樹脂（CFRP）製脊椎内固定具に関する研究開発・事

業化 
株式会社タカイコーポレーション 

 

8 

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 クラスⅢ 

製品名 脊椎内固定器具 分類名称（一般的名称） 脊椎内固定器具 

対象疾患 脊椎変性疾患、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 株式会社スパインテック 
医療機器製造販売業許

可 
未、条件の精緻化中 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社スパインテック 医療機器製造業許可 未、条件の精緻化中 

 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 

  ASEAN を中心とするアジア、欧米 

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） 1.33 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） 
0.7％（令和 11（2029）年時点） － 

 3) 特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な構成要素は既存の医療機器と同様。 

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。CODIV-19による縮小を 2020年段階でやや認めているが、

疾患の機序から急激な縮小は考えにくい。 

グローバルでは計 6,700 億円程度の市場規模があり（グローバルでのマーケットレポートを参照し試

算）、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。なお、現状での市場は殆どが先進諸国である。 
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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円 1～2億円程度 

国内シェア  35% 0% 極小 

海外市場規模  180万 USD 非公開 0 

海外シェア  29%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 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 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 0.85 0.37 1.55 1.54 2.05 3.39 4.36 4.90 

 うち補助対象 0.60 0.84 0.85        

 うち自己負担 0.20 0.28 0.28 0.37 1.55 1.54 2.05 3.39 4.36 4.90 

売上高（単位：億円）         0.03 0.13 

販売数量（単位：セ

ット） 

   
     10 50 

 ② 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：） － － － － － － － － － － 

 ③ 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 0.85 0.37 1.55 1.54 2.05 3.39 4.36 4.90 

 うち補助対象 0.60 0.84 0.85        

 うち自己負担 0.20 0.28 0.28 0.37 1.55 1.54 2.05 3.39 4.36 4.90 

売上高（単位：億円）         0.03 0.13 

販売数量（単位：セ

ット） 

   
     10 50 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

本デバイスは償還価格の付いているクラスⅢ医療機器であり（脊椎スクリュー（固定型）：63,400 円/

本、脊椎スクリュー（可動型）：97,100 円/本、脊椎ロッド：35,900 円/本）、販売単価は概ねこの償還価

格の 85%程度となっている。原価は現在、タカイコーポレーションが試作している状況及び CFRP の

材料費に基づき算出している。 

上市・申請時期については、大幅に前倒しの可能性が高くなっており、変更を申請予定であったが、

本支援事業の終了につき未変更のまま現在に至る。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 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）ただし、炭素繊維供給問題の際に強度試

験・機器改良を行った結果、さらなる特許および各社のノウハウを生かしたデバイスとなりつつあり、特

許公開後も（いくいら高性能カーボン繊維を有していても）他社が模倣出来る可能性は低くなりつつあ

る。参入障壁は高くなり続けていると考える。 

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

患に対してはそ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。 

現状、デバイスの試作中であるが、その段階でスクリュー本体の緩みにくさおよびロッドの最高強度に

ついては予定性能を超過し高性能化する傾向にある。 

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。本システムを用いることで一般的な営業人員を大幅に削減できるこ

とが期待され、また既にシステムの導入を検討している 20~50 医療施設への普及網を構築できる可能性

が高い。我々のデバイスもこのシステムを活用し、年間 500 セット前後の売上は早期に獲得できる可能

性が十分に存在する。 
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 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 

⚫ 医療機器戦略相談（令和２年７月２９日@PMDA） 

承認申請におけるデータパッケージの充足性について 

機械的安全性：ASTM に基づいた試験が必要 

生物学的安全性：医療機器の製造販売承認申請に必要な試験を一通り必要とする 

安定性及び耐久性：滅菌後の最終製品での機械的試験も考慮 

MR 安全性：MR 安全性試験も必要 

原材料の骨親和性：動物実験の追加実施が必要 

臨床データパッケージ：上記の非臨床試験データが揃わないと議論不能 

 

以上の内容であった。非臨床試験は我々が想定していたものに加え、MR 試験と一部動物実験の追加が

必要であったが、概ね想定の範囲内で大きな変更は無い。また、本相談により、非臨床試験の内容は詳細

に決定された。 

臨床治験の有無については、当初の報告書では評価者・外部委員の誤解により臨床治験を要するとの回

答となっていた（一部報告書にもそのように記載されている）が、その後のフォローアップでデバイスそ

のものの性質・目的の誤解による見解となっており、非臨床試験の結果既存チタン合金製機器に対する非

劣性の証明が重要であり、これを以て再相談を行った上で決定することが望ましいとなっている。 

 

 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） 

AMED 知財リエゾンにて調査終了済み。CFRP 製デバイスはアイデア・文面のみでの特許化が困難で

あり、抽象的な概念での成立特許がほぼ存在しないことが明らかとなっている。つまり、具体的な製造方

法や実現方法を有した上での特許化が必要。 

 

⚫ 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 

上記調査結果を考慮し、立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科の小田哲明教授（弁理士）

および金沢工業大学虎ノ門大学院知財マネジメントの杉光一成教授（弁理士）の元で特許クレーム案を作

成し現在試作に伴い精緻化中である。 

ロッド部についてはグローブライド株式会社にて既に一部出願済み。 

 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

完成品の分解調査やリバースエンジニアリングをすることにより、特許侵害の証明は比較的容易であ

る。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

既にデバイス開発そのものは順調で、最終調整段階に入りつつある 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 
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非臨床試験の結果を揃えることが非常に重要である。既に一部試作品で各種強度試験を行っているが、

現状では十分な高性能データを収集中である。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

本令和 2 年度までは、タカイコーポレーションが主導で行っていたが、事業化への道筋を立てるのは

限界がある。収益化・計画にも至らない点があったと考え、本年度で終了となった原因と考える。令和 2

年度に東京慈恵会医科大学にてベンチャー企業の株式会社スパインテックが設立されており、そちらに

は谷諭先生をはじめとした、医療機器の事業化までをスムーズに行う体制・人材が揃っており、スパイン

テック主導による事業化を進めていくべきと考えている。以下の項目もそのスパインテックの方針に基

づき記載する。 

 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

株式会社スパインテックでは、今後 ISO13485 を取得した上で医療機器製造販売企業としての発展を

考慮している。医療機器 3 役の雇用は既に一部開始している。アフターサービス等の体制も医療機器会

社としての拡充を行っていく予定である。 

デバイスの使用方法が既存機器と変わらず、使用方法や教育も不変である。そのため、この体制は既存

他競合企業を参考にしつつ同様の体制を整える予定である。これは、専門のコンサルタントにも相談しつ

つ、ISO 13485 適合させることで整備を行う。 

 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

上記のように、ISO 13485 の取得に基づき計画する。また、タカイコーポレーションは株式会社スパ

インテックの製造業の工場として稼働していただく予定のため、こちらも ISO 13485 の同時並行整備を

行う。 

 

⚫ 広報・普及計画 

株式会社スパインテックの CEO の谷諭は、東京慈恵会医科大学の前副院長であり、脊椎脊髄センター

長でもあった。脊椎医療における日本屈指のキーパーソンであり、学会や論文でのエビデンスに基づいた

業界全体への提言が可能である。 

また、現在東京慈恵会医科大学で論文も記載中である。一部は既にアクセプト済。 

 

 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臨床治験の有無の検討 

②ISO/QMS 認証 

①非臨床試験の内容が確定したので今後データ

取得を進めていくが、その内容を以て来年度中

に再度 PMDA 相談（不要となる可能性高い） 

②タカイコーポレーションは過去に ISO9001 の

取得歴があり、ギャップも少ない。デバイスの

完成が見えてくれば専門コンサルに認証取得

に向けた整備を依頼。2021 年度夏頃になる予
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

定。 

知財 

特許内容確定と申請 

 

チーム内の専門家と相談しつつ内容を精緻化中。

大きくスクリュー本体、スクリューヘッド、ロッ

ド本体の特許に分かれており、うちスクリュー本

体とスクリューヘッドは出願準備中。ロッド本体

は出願済。 

技術 ・

評価 

2020 年 9 月末、今までタカイコーポレーション

およびグローブライドに炭素繊維を供給してい

た日系大手メーカーより、医療機器としての使用

を禁止する旨の通告および供給停止の事態とな

った。 

2020 年 9 月 30 日現在、別の炭素繊維メーカーと

交渉中であるが、スクリュー・ロッド共に、基礎

技術の見直しが必要となるため計画全体は 3～6

ヵ月程度遅延する見込み。 

特にロッドは計画の遅延が大きい。 

スクリューについてはサプライヤーの切り替え

が完了。現在これらメーカーの繊維を用いて試

作・強度試験を行っている。結果、日系メーカー

のものより高性能化・低コスト化に成功。 

ロッドは繊維＋樹脂を複数社で切り替えが終了

し、試作・強度試験中。初期試作終了し、強度試

験を開始している。 

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、

EC 化による普及を具体的に計画している。 

②東京慈恵会医科大学脳神経外科で教授陣を中

心として学会活動・論文執筆活動も進めていく

方向で戦略精緻化中。 
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1.6 令和 2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本体およびスクリューヘッド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。必要時、金型の作り直しも行う。ロッド本体の特許のクレーム案

の作成も行う。 

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、QMS 対応を行っていく。 

試作品が最終形態に達した後、3 者合同で非臨床試験および生体安全性試験の最終化を開始し、またスクリュー本体・スクリューヘッド・ロッドそ

れぞれで国内・国際特許申請を行う。 

 

(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) 令和 2年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 2 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。  

2020（令和 2）年 6 月初期試作品完成 

 

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

▶ 

2020 年 9 月末、日系大手メーカーの炭素繊維供給

停止により、当初の計画より半年程度の遅れその他

の予定変更を行っている。 

 

【進捗 80％：△】 

スクリュー： 

炭素繊維供給元の変更・契約・入手に成功。海外製

の炭素繊維の試用を開始した。結果、今までの日本

製と比較して繊維強度も高くかつ束サイズも適合

したものが存在した。予想通り、第一弾試作品では

日系メーカーを超える高性能を発揮し、また低コス

ト化にも成功した。結果としてデバイス性能は良く

なっている。現在、本体については最終調整を行っ

▶ 

スクリュー： 

繊維変更完了。当初の予想を上回り、日系メー

カーよりも高性能化に成功。現在、ネジ本体部

に関しては最終試作・試験中。これにて技術の

コア部分は完成する。その後、ネジ山の形状の

精緻化を行い、次回の金型で最終型が決定予

定。 

スクリューヘッド： 

競合特許の回避および、手術用ツールとの接続

形式を考慮して、ヘッド部分の形態の最終化を

継続。 

ツール作成については来年度になるが、今後ヘ

ッド部分と絡めて内容を決定していく。 
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令和 2 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 

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。  

2021（令和 3）年 3 月スクリューデバイスの

完成 

 

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）。  

2021（令和 3）年 3 月スクリューデバイスの

試験 

 

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。 

2021（令和 3）年 3 月ロッドデバイスの完成 

 

7)ヘッド部分 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

ている。 

なお、強度試験中に CFRP 特有の複数の問題が発覚

し、これらの対処も行っている。 

ロッド： 

炭素繊維・樹脂共に供給契約終了し、入手完了。

初期試作品が完成し、現在試作中である。 

 

幸いにして上記の部品群の改良に伴い、特許化

しうる要素が増加したため、知財関連の予定

も下記別途の記載のように進めていく予定。

この特許化および各社ノウハウの使用によ

り、日系カーボン各社や他医療機器会社が本

製品に匹敵しうる同様の競合品を開発出来

る可能性はさらに低くなる見込み。 
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令和 2 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 

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。2021（令和 3）年 3 月ヘッド部分

試作品完成 

②基礎・臨床研究 

1)生体安全性試験 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科、タカイコ

ーポレーション） 

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。慈恵と共

同で行うが、発注はタカイから行う。 

2021（令和 3）年 3 月試験施設とのコンタク

ト・見積もり 

 

2)日本人椎体サイズ測定 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科） 

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。 

2020（令和 2）年 6 月論文の accept 

 

4)カーボン製デバイス優位性証明 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科） 

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

▶ 

【進捗 40％：△】 

デバイス形状の最終版が完成していないため、生体

安全性試験および機械的試験などの非臨床試験は

開始していない。PMDA 相談により内容は確定済、動

物実験を追加で行う。 

 

日本人椎体サイズの測定は終了、現在学術論文の

revise 版再投稿中であり、editor との修正作業を

行っている。論文は COVID-19 の影響により欧州ジ

ャーナルの査読が大幅に遅れている。 

 

カーボン製デバイスの優位性証明については、現在

一部データの取得ができ始めている。上記の非臨床

試験の結果をそのまま使用できる部分もあれば、別

試験を追加でも行う予定である。 ▶ 

 

デバイスが完成すれば、来年度中に内容は予定

通りで生体安全性試験と非臨床試験を行って

いく。 

 

非臨床試験の一環として、スクリュー部分の材

料の骨化の程度を調べるため、ウサギの大腿骨

植え込みによる動物実験を追加で行う。 

 

炭素繊維の供給停止問題により、当初と比較し

て 6 ヵ月前後遅延している。 
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令和 2 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 

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  

2021（令和 3）年 3 月論文記載 

 

5)前臨床試験 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科、タカイコ

ーポレーション） 

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：前臨床試験を開始にこぎつけ、必要な

デバイスの作成・提供を行う  

2021（令和 3）年 3 月前臨床試験の開始、デ

バイスの試験施設への送付 

（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：前臨床試験に必要なデバイスの作成・

提供を行う 

2021（令和 3）年 3 月デバイスの試験施設へ

の送付 

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） 

目的：工場の ISO13485 取得 

方法：専門のコンサルタントに依頼し、工場

（特に新工場）の体制整備（下記 2））および

認証に対応した生産体制・管理システムの整

備と申請を行う。必要となる責任者を任命す

る。慈恵発ベンチャーとの連携により、医療

機器の製造販売承認へつなげる道筋を作る。 

2021（令和 3）年 3 月 ISO13485 申請終了 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科） 

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

▶ 

【進捗 70％：△】 

タカイコーポレーション主体にて、ISO13485の取得

に向け、コンサルタントを選定し、ギャップ分析と

取得に向けた講習会を実施した(2020 年 12 月 24

日)。タカイコーポレーションは ISO9001 取得歴が

あるためギャップは小さく、管理体制の構築を行う

ことで ISO13485 は十分に取得が可能と考えられ

る。慈恵発ベンチャーであるスパインテックも同時

に管理体制を書類メインで構築可能。グローブライ

ドは取得不要。 

 

第一回 PMDA 相談終了、非臨床試験の内容が確定し

た。 

 

▶ 

 

ISO13485の取得につき、デバイスが完成し医療

機器会社化および量産を見据えた時点で整備

を開始していく。現状では来年度の夏頃に整備

に向けコンサルタントと具体的な方策を行っ

ていく予定。 

 

デバイスが完成し非臨床試験のデータが揃え

ば臨床治験の有無について PMDA 再相談予定。

来年度後半の見込み。 

 

株式会社スパインテックを医療機器の製造販

売企業とすべく、三役該当の人材と具体的交渉

を行う。面談終了しており、来年度中旬から雇
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令和 2 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 

筋作り 

方法：タカイコーポレーションと連携し、工

場の ISO13485 取得に向けた手続きを行う。 

2021（令和 3）年 3 月 ISO13485 申請終了 

 

2)体制構築 

（タカイコーポレーション） 

目的：工場の ISO13485 取得 

方法：専門のコンサルタントに依頼し、工場

（特に新工場）の体制を構築。  

2021（令和 3）年 3 月 ISO13485 申請終了 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科） 

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 

2020 年（令和 2）12 月ベンチャー企業設立 

2021 年（令和 3）3 月条件リストアップと責

任者の目途をつける 

 

3)薬事相談（PMDA：対面助言） 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科） 

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。 

2020（令和 2）年 9 月初期 PMDA 相談終了 

慈恵発ベンチャーについて 2020 年 9 月 1 日に設立

完了。株式会社スパインテック。医療機器会社とし

てのステップアップに向け、3 役に該当する人材を

リサーチし、該当者のリストアップを行った。 

用する計画としたい。 

 

炭素繊維の供給停止問題により、6 ヵ月程度遅

延している。 

 

臨床治験は不要である可能性が高くなってお

り、かつ販売戦略も精緻化してきたことか

ら、販売開始時期や売上見込みを上方修正す

べき状態である。 

④知財戦略 

1)出願準備・出願 

（東京慈恵会医科大学脳神経外科、タカイコ

ーポレーション、グローブライド） 

目的：新規デバイスの国内・国際特許の出願 

▶ 

【進捗 70％：○】 

スクリュー本体、スクリューヘッド、ロッドの 3 つ

に分けて特許を申請予定。 

スクリュー本体とスクリューヘッドは出願前調査

終了し、一部クレーム案が完成。特許化しうる案が

▶ 

 

スクリュー本体とスクリューヘッドはデバイ

ス本体が概ね完成した段階でクレーム案を最

終化し出願を進めていく。来年度中旬となる予

定。 
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令和 2 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 

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での共同出願を行う。 

2021（令和 3）年 3 月先行特許調査終了 明

細書初期案完成 

増加しており、この内容も請求項としてクレーム案

に今後反映の予定。 

ロッドについてはグローブライド社単独で一回目

の出願を行った。 

 

炭素繊維供給問題で 6 ヵ月程度遅延している。 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

試作・評価の機器の部品の納入で時間がかかっていた。 

 

学術論文の査読が遅れていた。 

時間はかかったが、左記の 2 問題はいずれも現在は解決済み。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

既存技術を医療機器へ応用・転換し、デバイス本体を完成させ、パートナー企業と事業化体制を整備し

ていくことが目標であった。デバイス本体の試作については、供給問題以外に小さい問題は多発したが全

て解決し、2021 年 3 月時点で当初想定を上回る性能の見込みが出てきており、技術的には大成功である

といえる。事業化の面では東京慈恵会医科大学にてベンチャー企業の設立に成功し、道筋を付けられてい

る。 

供給問題については日系企業による部材供給拒否問題が発生し、計画が半年前後遅延した状態となっ

ている。また、事業計画・収益性についても途中まで修正がなされていなかった。ただこれらについては

2020 年 12 月時点でほぼ解決しており、これらの状況が考慮されずに 2 年間で事業終了となっていたこ

とは我々としても遺憾である。 

今後は事業化というポイントが重要となるので、慈恵大学のベンチャー企業である株式会社スパイン

テックおよび谷諭先生の下で本計画を発展させ、可能であれば AMED のご支援を受け発展させていきた

いと考える。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

 

 2) 自己評価理由 

開発中の機器は、当初の計画を上回る性能を発揮しつつある。 

部材供給問題の発生にも関わらず他社と契約・スイッチングに成功し安定供給体制の確立を達成した。 

慈恵医大でのベンチャーが予定通り立ち上がり、物流・普及計画も開始。遠隔手術サポートサービスと

いう従来には無いシステムの導入により、医療機器 EC 化という新たな概念の創出を行っている。 

臨床治験を回避できる可能性が大いに高まり、完全な同意を得ている。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 

(4) 補助事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

タカイコーポレーション中心では事業計画や収益性評価が不十分であった。（2 年間での打ち切りとな

った最大要因と考えている。計画進行状況は極めて順調であり、デバイスの高性能化も達成している） 

 

 2) 事業の進め方 

チームワークを専門家も入れて作っておくべきであった 

 

 3) その他 

ベンチャーキャピタル関係者などに適宜状況評価を依頼すべきであったかもしれない 
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(5) 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 

無し   

機器スペック・

ビジネスモデル 

無し   

事業化体制 日系企業から炭素繊維を供給 グローバルで高性能な部材の供給 日系企業より供給拒否あったが解決 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

2025 年頃承認申請 2022 年度承認申請 臨床治験が不要な可能性が高まった 

 

(6) 有識者委員会･事業化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 無し  

知財 無し  

技術・評価 無し  

その他事業

化全般 

営業手法において、EC 化、オンライン化の方向性は良い 今後、株式会社スパインテックの下で株式会社アルムをチームメン

バーとして加え、体制整備を進めていきたい。 
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(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし。  
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1.8 令和 3年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 3年度の事業概要 

まずはデバイス本体を完成させることが最重要課題となる。これは令和 2 年度中にほぼ終了している予定だが、スクリューのヘッド部分に関して

は令和 3 年度に渡る可能性がある。令和 2 年度末から開始する生体安全性試験・機械的試験などの非臨床試験を令和 3 年度の初頭に終了しデータを

揃え、PMDA 相談にて臨床治験の有無を相談したい。臨床治験不要となった場合は承認申請へ、臨床治験要となった場合は臨床治験の計画を立案す

る。これらと平行し、令和 2 年度に設立した慈恵発ベンチャーであるスパインテックを医療機器製造販売企業とすべく、人材の確保および ISO13485

認証の取得をチームで協力して行っていく。これに先立つ形で特許申請を行っていく予定である。特許とデータが出そろえば学術発表も開始したい。 
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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 岐阜県美濃市棚洞 3189番地の 1  

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

 

 


