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1. 事業の概要 

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

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

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

間で患者に負担の少ない安全な治療法を提供する。 
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1.1 事業の目的 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

れている。 

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

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

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

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

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

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

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

ったロッドとスクリューに対して、各々薬事承認を得ることを最終目標とする。 

 積層造形ロッドは 2018年 8月に薬事申請を行い、2019年 2月に上市を目指す。スクリューは、既製

品のストレートロッドとの組み合わせにより、2017年 12月に薬事申請を行い、2018年 10月の先行上市

を目指し、その後、積層造形ロッドとの組み合わせに関しても 2018年 8月に薬事申請を行い、2019年 2

月に上市を目指す。ソフトに関しては、積層造形ロッドが上市される 2019年 2月までに稼働することを

目指す。 

さらに、上記治療法を臨床評価する目的に、非侵襲、非接触型の 3次元体表面計測機器を開発するとと

もに臨床研究を 2019 年 12 月までに実施し、当該医療機器の薬事申請用データとする。これにより 2019

年 6月に薬事申請を行う準備を 2019年 3月までに完了させる。 

以上、委託研究開発実施期間内に製品開発を行ったロッド、スクリュー、体表面計測機器に対して、

各々薬事承認を得ることを最終目標とする。 

 

（当初、積層造形ロッドは 2018年 10月に薬事申請を行うことで 2019年 4月の上市を目指し、ソフト

に関しては、積層造形ロッドが上市される 2019年 4月までに稼働する予定だったが、2017年度の経費予

算増額により事業の加速を図るため薬事承認時期と上市時期を変更した） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ロバート・リード商会 

PL： 一青 英雄（株式会社ロバート・リード商会） 

SL： 須藤 英毅（国立大学法人北海道大学） 

共同体： ①国立大学法人北海道大学 

  ②国立大学法人東北大学 

  ③株式会社コイワイ 

  ④株式会社ノア 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) -1事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 CS積層造形ロッド 分類名称（一般的名称） 脊椎内固定器具 

対象疾患 脊柱変形 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 脊柱変形の手術を行なう医師 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

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

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

の一時的な固定、支持又はアライメント補正を行う。 

薬事申請予定者 株式会社ロバート・リード商会 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X00233 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社コイワイ 医療機器製造業許可 14BZ200191 

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 2022年 4月※ 2023年 4月 

上市時期 2023年 2月※ 2024年 2月 

想定売上（上市後 3年目） 0.63億円／年（2025年時点） 0.07億円／年（2026年時点） 

市場規模（上市後 3年目）* 33.01億円／年（2025年時点） 165億円／年（2026年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 1.91％（2025年時点） 0.0004％（2026年時点） 

*競合品も含めた市場全体としての見込み 

※現在、量産体制化は確立できたが、粉末価格の高騰により、見合った原価を確保できた時点で積層造形ロッドの薬事承

認申請を行うことになった。薬事申請時期・上市時期は上記を目安とする。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

                

 
【特長】 

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

造形技術を用いて積層造形ロッドとして製造する。 

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

ることで、金属折損や可塑性変形による矯正損失が軽減される。 
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(1) -2 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 CVSスクリュー 分類名称（一般的名称） 脊椎内固定器具 

対象疾患 脊柱変形 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 脊柱変形の手術を行なう医師 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

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

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

の一時的な固定、支持又はアライメント補正を行う。 

薬事申請予定者 株式会社ロバート・リード商会 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X00233 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ロバート・リード商会 医療機器製造業許可 13BZ200822 

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 2018年 9月 2023年 4月 

上市時期 2019年 3月 2024年 2月 

想定売上（上市後 3年目） 3.59億円／年（2021年時点） 0.17億円／年（2026年時点） 

市場規模（上市後 3年目）* 125億円／年（2021年時点） 1250億円／年（2026年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 2.87％（2021年時点） 0.0001％（2026年時点） 

*競合品も含めた市場全体としての見込み 

※CVSスクリューと既製品のストレートロッド、カーブロッドについては承認・上市済である。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 
 

 

 

【特長】 

日本人の体格にあった小型化したスクリューであり、なおかつ回旋矯正に優れる。 
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表：本開発品と従来品との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 従来品 本開発品 

製品名 非公開 CVSスパイナルシステム 

ロッド径 6mm 5.5mm（ロッド径のサイズダウン） 

スクリュー 

径 x長 

4.2mm x 20mmが最小 4.0mm x 20mmが最小（小型化） 

スクリューとロ

ッドとの連結 

一度ロックがかかるとはずれず、

スクリューの向きも変えられない 

連結の解除が容易であり、スクリューの

向きも変えられる 

（回旋変形の矯正に効果大） 
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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 

脊柱変形の手術を行う医師 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

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

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

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

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

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

（世界ではインプラント代として 1250 億円が見込まれる）。  

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

 1) 競合製品／競合企業の動向 

スクリューとロッドを用いた脊椎固定システムが競合製品になる。米国のメドトロニックソファモア

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

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

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

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

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

が元のストレート形状に戻ろうとして（spring-back；金属の形状記憶特性による）矯正角度が減少して

しまう」、「患者体内でロッドが折損する可能性がある」、「品質や臨床成績が担保できない」、等の課題が

ある。 

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

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

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

事例は国内外を問わず存在しないことにあり、競合商品に対する差別化ポイントになる（競合製品との

比較表参照）。 

 

競合製品との比較表 

 提案機器 競合機器 

メーカー CVSスクリュー：株式会社ロバー

ト・リード商会 

セミカスタムメイド積層造形ロ

ッド：株式会社コイワイ 

① メドトロニックソファモアダネッ

ク株式会社  

② ジョンソン・エンド・ジョンソン

株式会社  等 

（代表的外資系 2社） 

概要 高度管理医療機器  

脊椎内固定器具 

高度管理医療機器  

脊椎内固定器具   

形式 チタン合金のスクリュー、ロッ

ドホルダー、ロックナット、コ

バルトクロム合金ロッドからな

る脊椎固定術用インプラント。 

チタン合金のスクリュー、スクリュー

ヘッド、スリーブ、ナット、ロッドか

らなる脊椎固定術用インプラント。 

特徴 ⚫ ロッド：サイズと弯曲にバ

リエーションがある。強度

に優れているため、ロッド

径が細い（5.5mm）        

⚫ スクリュー：日本人の骨格

に合った短いものを準備し

ている（4.0mm x 20mm が最

小） 

⚫ スクリューとロッドとの連

結解除が容易であり、スク

リューの向きも変えられる

（回旋変形の矯正に効果

大） 

⚫ ロッド：ストレート形状のみであ

り、医師が曲げて使用。ロッド径

のサイズバリエーションもない

（6.0mm）。 

⚫ スクリュー：日本人の骨格にあっ

た、短い長さのものがない

（4.2mm x 20mm ，6.2mm x 30mm

が最小） 

⚫ スクリューとロッドとの連結：一

度ロックされると、解除に時間が

かかる（矯正をやり直す場合に時

間的なロスが大きい） 

企業 株式会社ロバート・リード商会

（製販） 

① メドトロニックソファモアダネッ

ク株式会社  

② ジョンソン・エンド・ジョンソン

株式会社  等 

売価 ⚫ スクリュー(保険診療)：250

万円 

⚫ スクリューとストレートロッドで

約 250万円 



 

8 

 提案機器 競合機器 

⚫ 従来のストレートロッド

（保険診療）：35,900 円 

⚫ セミカスタムメイドロッド

（先進医療）：40万円/1本 

保険償還点数 脊椎ロッド：35,900円、脊椎ス

クリュー(可動型)：97,100円、

トランスバース固定器：62,200

円、脊椎コネクター：41,400 円 

左記に同じ 

クラス分類 III III 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

2015年度

以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発

試作機開発・改良

【CS積層造形ロッド】

コバルト材で積層造形ロ

ッドの試作を行ない、表

面粗さ、引張り試験、異

方性の確認を行った。

量産機開発

【CS積層造形ロッド】

試作機開発・改良

【CVSスクリュー】

スクリューの一次試作を

行った。

量産機開発

【CVSスクリュー】

シミュレーションソフ

ト開発

臨床研究

薬事申請

PMDA事前面談

第一回  (2014/11/27)

第二回  (2016/2/16)

知財対応
特許取得・申請済

（国内）

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①積層造形ロッドの試作

と異方性の確認

②スクリューの一次試作

※CVSスクリューと既製品コバルト

クロム合金製ロッドの組み合わせ

については、腐食試験を追加した

ため薬事申請が遅れる見込みとな

った。

2017年度の経費予算増額により、

積層造形ロッドの量産試作前倒し

などをおこない、上市時期の前倒

しをおこなった。前倒しに伴いシ

ミュレーションソフトの運用開始

時期を早めた。

コバルトクロム合金粉末の

原価が落ち着くまで薬事承

認申請作業を延期した。上

市に見合った原価を確保で

きた時点で積層造形ロッド

の薬事承認申請を開始する

。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

①積層造形ロッドの試作・評価　

②積層造形ロッド熱処理最適条件

探索

③スクリュー二次試作開発と試験

・評価

④スクリューに対する操作性の確

認

⑤スクリュー三次試作開発と試験

・評価

⑥シミュレーションソフト開発

⑦薬事戦略

⑧知財戦略

⑨販売戦略

①積層造形ロッドの内部欠陥の非

破壊検査技術の確立と力学特性と

の相関関係の定量評価

②積層造形ロッドのASTM規格に準

拠した力学特性評価

③積層造形ロッドに対する生物学

的安全性評価

④積層造形ロッドの量産試作

⑤CVSスクリューの力学強度試験

⑥周辺機器デバイスの作製

⑦CVSスクリューの量産試作

⑧シミュレーションプログラムの

開発

⑨シミュレーションプログラムの

ソフトへの実装

⑩PMDA薬事戦略相談の実施（対面

助言）

⑪CVSスクリューとCOBARION®材ス

トレートロッドとの組み合わせに

おける薬事承認申請、取得

⑫積層ロッドの開発中に得られた

知見について特許申請の必要性に

ついての検討

⑬販売計画書の作成と広報活動の

実施

①積層造形ロッド量産試作及び量

産

②スクリュー及び周辺機器デバイ

スの量産試作及び量産

③シミュレーションプログラムの

ソフトへの実装

④積層造形ロッド薬事申請

⑤審査請求（特許申請済知財に対

して）

⑥製品カタログ等の広報活動と学

会での器械展示

⑦CVSスクリュー先行上市

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

2020年度 2021年度 2022年度

積層造形ロッド上市（国内

）/CVSスクリュー改良タイプ

上市（国内）

2023.4 薬事申請（海外）

2024.2上市（海外）

★
2018.9CVSスクリュー

既成品ストレートロッドと

カーブロッドとの組み合わせ）

薬事申請

★
2022.4 CVSスクリュー

積層造形ロッドとの組み合わせ

薬事申請
PMDA：対面助言

生物学的安全性評価

積層造形ロッド試作・評価

（5回程度）

2018.11審査請求

（特許申請済知財に対して）

★
2019.3上市（国内）

CVSスクリュー

★
2023.2上市

（国内）

積層ロッド

市場調査

二次試作・

試験・評価

三次試作・評価

スクリューに対する操作性の確認

力学試験

既製品ストレートロッド

との組み合わせ

量産試作・評価

力学特性評価

積層造形ロッドの内部欠陥の非破壊検査

技術の確立と力学特性との相関関係の定量評価

周辺器機デバイス（スクリュードライバー、ロッドホルダー等）の試作・改良

スクリュー及び周辺機器デバイス

の量産

スクリュー及び周辺機器デバイス

の量産試作・評価

対面助言資料作

販売計画作成 日本側弯症学会、

日本脊椎インストゥル

メンテーション学会での
器械展示・紹介

製品カタログ

取扱説明書

展示・販促ツール
準備

北大セミナー

ワークショップ

販促用

ビデオ

作製

力学試験

積層造形ロッドとの組み合わせ

積層造形ロッドの開発中に得られた新知見について

特許申請の必要性について検討

量産

応力解析用三次元脊椎

モデル試作版開発
シミュレーションプログラムの開発

シミュレーションプログラムのソフトへの実装

日本脊椎脊髄病学会

での器械展示・紹介

積層造形ロッド熱処理

最適条件探索

ロッド形状の絞り込み選定

日本側弯症学会、

日本脊椎インストゥル

メンテーション学会
での器械展示・紹介

力学試験

既製品カーブロッドとの

組み合わせ

北大カダ

バー

トレーニング

日本側弯症学会、

日本脊椎インストゥル

メンテーション学会
でのハンズオンセミナー

2020.2

米国特許

対応2019.3

分割出願

ロッド群

2021.3

分割出願

ロッド群
特許対応

積層造形ロッド 造形装置/PREP粉末/コ

バルトクロム合金粉末によるコスト再検

討 積層造形ロッド試作・評価

（5回程度）

生物学的安全性評価

力学特性評価

顧客からの製品評価を元に改良 試作・評価（一次・二 力学試験

積層造形ロッドとの組み合わ

量産試作・評価

量産

周辺器機デバイス（スクリュードライバー、ロッドホルダー等）の改良・試作

周辺機器デバイスの量産

北大セミナー

ワークショップ
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

薬事申請時期   
● 

(スクリュ

ー) 
   

● 
(ロッド) 

   

上市時期   
● 

(スクリュ

ー) 

   
● 

(ロッド) 
   

支出額（単位：億円） 0.83 1.13 1.70 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

 うち委託費 0.78 0.98 0.64 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.15 1.06 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

売上高（単位：億円） － － － 2.92 3.18 3.59 4.82 6.03 6.68 7.18 

 
うち積層造形ロ

ッド 
－ － － － － － － 0.30 0.56 0.63 

 
うち CVS スクリ

ュー 
－ － － 2.92 3.18 3.59 4.82 5.73 6.12 6.55 

積層造形ロッド  

(単位：本数) 
－ － － － － － － 200 374 422 

CVSスクリュー 

(単位：症例数） 
－ － － 172 187 211 284 335 360 385 

 

 ② 海外 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

薬事申請時期        

● 
(スクリュ

ー・ロッ

ド) 

  

上市時期        ● 
(スクリュ

ー・ロッド) 
  

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

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － 0.05 0.05 0.07 0.13 0.13 0.13 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － 0.07 0.16 

 

うち積層造形ロ

ッド 
－ － － － － － － － 0.02 0.05 

うち CVS スクリ

ュー 
－ － － － － － － － 0.05 0.11 

積層造形ロッド 

(単位：本数) 
－ － － － － － － － 20 50 

CVSスクリュー 

(単位：症例数） 
－ － － － － － － － 10 25 
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 ③ 国内・海外合計 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

支出額（単位：億円） 0.83 1.13 1.70 0.90 0.95 0.95 1.03 1.03 1.03 1.03 

 うち委託費 0.78 0.98 0.64 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.15 1.06 0.95 0.95 0.95 1.03 1.03 1.03 1.03 

売上高（単位：億円） 

 
－ － － 2.92 3.18 3.59 4.82 6.03 6.75 7.34 

 
うち積層造形ロ

ッド 
－ － － － － － － 0.30 0.58 0.68 

 
うち CVS スクリ

ュー 
－ － － 2.92 3.18 3.59 4.82 5.73 6.17 6.66 

積 層 造 形 ロ ッ ド 

(単位：本数) 
－ － － － － － － 200 394 472 

CVSスクリュー 

(単位：症例数） 
－ － － 172 187 211 284 335 370 410 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

１）投資計画  

【2016・2017】 

スクリュー、ロッド試作機の開発費と機械試験費用及び薬事申請の準備費用。 

 

【2018】 

上市に向けたスクリュー、ロッド及び周辺手術器械の製造関連費用。 

 

【2019～2025】 

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

 

２）回収計画  

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

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

めインプラント代は約 250 万円となり収益性が高い。 

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

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

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

ミナーを通して広く周知することにより販売数を確実に増やしていく。 
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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” 

① 品質保証体制 

製販業者であるロバート・リード商会が事業化の主体となる。 

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

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

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

質保証体制は確立している。 

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

く。 

 

② 広報・普及計画 

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

路を拡大していく。 

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

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

大を狙っていく。 

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

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

 

 2) ビジネス体制 

 

上市後のビジネス体制

製造企業
医療機器製造業［ 14BZ200191 ］

(株)コイワイ
・ロッド製造

製造企業

(株)ノア
北海道技術開発センター

•シミュレーションソフト

製販企業
第1種製造販売業［ 13B1X00233 ］

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

販売企業
高度管理医療機器等販売業

顧客
（国内）

2017年3月時点

代表機関PL

中
中

新

中
新
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 

 1) 知財戦略検討状況 

⚫ 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

 

① 低侵襲性治療を実現する高生体適合性ロッドに対する国内特許を取得した。さらに米国でも審査請求を

実施している。 

出願番号：特願 2018-545397（発明の名称：ロッド群、弓状ロッド群、脊柱安定化システム、およびロ 

ッドの製造方法） 

  

② 完全非侵襲の側弯症 3次元体表面計測機器に関する国内特許を取得した。さらに JSTの支援を受けて米

国でも審査請求を実施している。 

出願番号：特願 2018-510616（発明の名称：側弯症診断支援装置など） 

 

③ 積層造形ロッドに対する発明に対して国内審査請求中 

出願番号：特願 2015-218947（発明の名称：脊柱変形矯正固定術支援装置、脊柱変形矯正固定術支援方

法、プログラム、及び脊柱変形矯正固定術に使用するロッド製造方法）について、2018年 8月 30日に

審査請求を行った。 

  

④ 3 次元体表面計測機器について商標登録出願中（国内、海外） 

「SCOLIOMAP」、出願番号：商願 2019-00410 

 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

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

ると考えられる。 

 

 2) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

ロッドの製造を積層造形だけに限定せず、既製品のコバルトクロム合金製ロッドを弯曲させたロ

ッドも製品化させた。 

 

 3) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

既に販売チャンネルと供給体制を構築している。 

 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

QMS 省令に遵守した、品質保証体制を構築している。 

 

⚫ 広報・普及計画 

市場把握、競合製品を使用している顧客情報の積み上げは完了している。さらに、自社製品を用い

たワークショップを毎年行っているため、新製品に関する製品の広報についても引き続き行って

いく。 
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 4) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 特になし  

知財 特になし  

技術 ・

評価 

プラズマ回転電極法（PREP）による金属粉末の製

造設備が整備されていない。 

PREPによる金属粉末の製造設備は 2019年度以降

に整備される見通しとなったことから、従来のガ

スアトマイズ紛を用いた積層造形ロッドにより

薬事承認申請を取得し、販売することになった。

PREP の製造設備が整備され次第、薬事に必要な

各種試験を実施し、薬事上の変更申請を行う。 

その他

事業化

全般 

積層造形ロッドの製造コストが高額になる恐れ

がある。 

 

 

 

 

先進医療としてロッド 1本 40 万円、合計 2本 80

万円で混合診療としての販売を想定しているが、

販売量の増加あるいは研究開発当初から製造コ

ストが下がる見込みの場合には、特定保健医療材

料区分 C1（新機能）による保険適応（15-20万円

/1 本）を行い、さらなる販売量の増加を目指す。 

 

各製品の薬事承認申請と上市時期のスケジュールを以下に示す。 

CVSスクリューと既製品コバルトクロム合金製ロッド（ストレートロッド、カーブロッド）の組み合わ

せについては、既に薬事申請承認済みであり、2019年 3月に上市済みである。 

積層造形ロッドとの組み合わせについては、現状、量産体制化は確立できたものの、粉末価格の高騰に

より、見合った原価を確保できた時点で積層造形ロッドの薬事承認申請を行うことになった。薬事申請時

期・上市時期は下記を目安とする。 

 

CVSスクリューと既製品コバルトクロム合金製ロッド（ストレートロッド） 

 当初計画 2019年 2 月時点 

薬事申請 2018年 3月 2018年 9 月 

上市    2018年 10月 2019年 3 月 

 

CVSスクリューと既製品コバルトクロム合金製ロッド（カーブロッド） 

 当初計画 2019年 2 月時点 

薬事申請 2018年 11月 2018年 9 月 

上市 2019年 5 月 2019年 3 月 

 

CVSスクリューと積層造形ロッドとの組み合わせ 

 当初計画 2019年 2 月時点 

薬事申請 2018年 10月 2022年 4 月 

上市 2019年 4 月 2023年 2 月 
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1.6 2018年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

 積層造形ロッド開発は、積層造形装置内における造形箇所の違いがロッドの力学強度に及ぼす影響と、コバルトクロム合金粉末の繰り返し使用が

品質の劣化とロッドの力学強度に及ぼす影響を確認して積層造形ロッドの量産化体制を確立させる。これにより得られた結果と、これまでに実施し

たスクリューとの組み合わせ力学試験の結果とを合わせて 2019年年 3月に薬事申請を行い、2019年 11月の上市を目指す。 

 スクリュー開発は量産体制を確立させるほか、従来のコバルトクロム合金製ストレートロッドと弯曲させて作製した弯曲ロッドとの組み合わせ力

学試験を実施して薬事承認申請、取得を行い、2019年 3月先行上市を果たす。 

 シミュレーションソフト開発は、プログラムの最終開発を行って市販用コンピューター対応のソフトに実装する作業を 2019年 2月までに完了させ

る。 

 さらに、上記革新的治療法を臨床評価する目的に、新たに非侵襲、非接触型の 3 次元体表面計測機器をクラス II の承認用医療機器として製造し、

2019年 3月までに完成させる。同時期までに取得した臨床試験データとともに 2019年 6月に薬事承認申請を行い、2019年 12月の上市を目指す。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

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

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

 

(3) 2018年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

2018年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

① 積層造形ロッドの量産体制の確立 

コイワイが、積層造形ロッドを量産試作す

る。全てのロッド形状において品質に異常が

ないことを X 線 CT 技術を用いた非破壊検査

で 2018年 11月までに確認する。さらに、積

層造形装置内における造形箇所の違いがロ

ッドの力学強度に及ぼす影響と、コバルトク

ロム合金粉末の繰り返し使用が品質の劣化

とロッドの力学強度に及ぼす影響を確認し、

積層造形ロッドの量産化体制を 2018年 12月

までに確立させる。ロッドの力学強度試験

は、ロバート・リード商会が、ASTM F2193 と

 

【進捗 100％：〇】 

ロバート・リード商会が、ロッドの力学強度試験

を ASTM F1717 規格相当を採用し外注した。 

コイワイが積層造形ロッドを量産試作し、全ての

ロッド形状において品質に異常がないことを X 線

CT 技術を用いた非破壊検査で確認した。 

さらに、東北大学とコイワイが、積層造形装置内に

おける造形箇所の違いがロッドの力学強度に及ぼ

す影響と、コバルトクロム合金粉末の繰り返し使用

が品質の劣化とロッドの力学強度に及ぼす影響を

確認し、積層造形ロッドの量産化体制を確立させ

た。 

 

該当なし。 
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2018年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

ASTM F1717 規格相当を採用して外注し、東北

大学と北海道大学が、その結果を確認するこ

とで量産化に必要な積層造形の製造条件に

ついての追加助言を 2018 年 11 月までに行

う。 

②周辺器機デバイス（スクリュードライバ

ー、ロッドホルダー等）の量産体制の確立 

ロバート・リード商会が、周辺器機デバイス

（スクリュードライバー、ロッドホルダー

等）の最終設計を行い（スクリュー等との組

み合わせを要するデバイスの一部は設計を

外注する）、各デバイスの作成を 2018 年 6月

までに外注する。2018年 8月までに納品され

た試作品の仕様を 2018 年 9 月までに最終確

認し量産体制を確立させる。 

 

【進捗 100％：〇】 

ロバート・リード商会が、試作品の仕様を最終確

認し、量産体制を確立させた。 

 

該当なし。 

③ CVSスクリューの量産体制の確立 

 ロバート・リード商会が、CVS スクリュー

等を 2018年 6月までに 30本程度量産試作を

外注し、製造・品質面で支障がないことを

2018 年 8 月までに最終評価し、2018 年 9 月

までに量産体制を確立させる。 

 

【進捗 100％：○】 

ロバート・リード商会が、量産試作した CVSスク

リューの最終評価を行い、量産体制を確立させた。 

  

該当なし。 

④ CVSスクリューと従来型コバルトクロム合

金製ロッドとの力学強度試験 

 ロバート・リード商会が、ASTM F1717 規格

による CVSスクリューと従来製品のコバルト

クロム合金製ロッドを弯曲させて作成した

ロッドを組み合わせた力学強度試験を 2018

年 5月までに外注し、2018年 7月までに薬事

承認申請用のデータを取得する。 

 

【進捗 100％：〇】 

ロバート・リード商会が、薬事申請に必要な力学

強度試験のデータを取得した。 

 

該当なし。 

⑤ シミュレーションプログラムの最終開発 

 北海道大学とノアが、2017 年度に作成した
 

【進捗 100％：○】 

北海道大学が、シミュレーションプログラムの最
 

該当なし。 
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2018年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

基本プログラムを基に、スクリューとロッド

の位置座標データの取り込みの自動化や術

前画像データから患者脊椎、椎間板に関する

ヤング率、ポアソン比の自動設定化作業を進

めて、シミュレーションプログラムの最終開

発を 2019 年 2 月までに行う。この際、北海

道大学が、応力解析用 3次元脊椎モデルから

有限要素解析が実施可能な企業に依頼して

安全域でシミュレーションが実施できてい

るかを 2019 年 2月までに最終確認する。 

終開発を行い、合わせて、安全域でシミュレーショ

ンが実施できていることを最終確認した。 

⑥ シミュレーションプログラムのソフトへ

の実装 

ノアが、⑤で開発したプログラムを市販用コ

ンピューター対応のソフトに実装する作業

を 2019年 2 月までに完了させる。 

 

【進捗 100％：〇】 

ノアが、ソフトに実装する作業を完了させた。 

 

該当なし。 

⑦ 3 次元体表面計測機器の開発 

 北海道大学が、3 次元体表面計測機器の基

本デザインを作成し、EMC 試験等に適合させ

たクラス II 医療機器を製造可能な製造販売

企業に製造を外注する。完成した製品に対し

てノアが、これまでに完成させた 3 次元体表

面計測用プログラムを実装させて 2019 年 3

月までに薬事申請用製品を完成させる。さら

に北海道大学が PMDA RS 戦略相談（対面助

言）で確定させた方法に基づいた多施設臨床

研究を 2019 年 12月までに実施し（設定症例

数 170 例）、当該医療機器の薬事申請用デー

タとする。 

 本臨床研究については、特発性側弯症（疑

いで紹介受診となった者も含む）の者を対象

として、前屈位背部 3次元画像情報を 3次元

スキャニングカメラによって取得し、合わせ

 

【進捗 100％：○】 

北海道大学が外注した製造販売企業が、最終試作

機を用いて EMC 試験を実施した。また北海道大学病

院を中心とした多施設臨床研究（設定症例数 170

例）の結果を性能試験総括報告書にまとめ当該医療

機器の薬事申請用データとし、2019 年 3 月に薬事

申請を行う準備を整えた。 

 

該当なし。 
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2018年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

て立位全脊柱 X線画像からコブ角値を取得す

る。主要評価項目は背表面非対称性指数とコ

ブ角との相関とし、測定は初診時あるいは通

院中一回のみ実施する。また臨床研究の一部

を外注にて実施する。 

⑧【薬事戦略】CVS スクリューと既製品コバ

ルトクロム合金製ロッド及び積層造形ロッ

ドとの組み合わせにおける薬事承認申請、取

得 

 ロバート・リード商会が、CVS スクリュー

と既製品コバルトクロム合金製ロッドとの

組み合わせにおける薬事承認申請、取得を行

い、2019 年 10月先行上市を果たし、さらに、

積層造形ロッド及び既製品コバルトクロム

合金製ロッドを弯曲させたロッドとの組み

合わせにおいても 2018 年 8 月に薬事申請を

行い、2019年 2 月の上市を目指す。 

 

【進捗 100％：〇】 

ロバート・リード商会が、CVSスクリューと既製

品コバルトクロム合金製ロッドを弯曲させたロッ

ドとの組み合わせに対して薬事承認を取得した。

2019年 3 月より販売を開始する準備を整えた。 

 

該当なし。 

⑨3 次元体表面計測機器における薬事申請用

作業の完了 

⑦で完成した 3次元体表面計測機器を作製

した医療機器製造販売企業にロバート・リー

ド商会とノアが薬事取得作業を外注し、2019

年 6 月に薬事申請を行う準備を 2019 年 3 月

までに完了させる。 

 

 

【進捗 100％：〇】 

薬事申請を前倒して 2019 年 3 月に行う準備を整

えた。 

 

該当なし。 

⑩【知財戦略】ロッド製造方法に関する特許

審査請求の実施 

 北海道大学とロバート・リード商会が共同

出願していた、「脊柱変形矯正固定術支援装

置、脊柱変形矯正固定術支援方法、プログラ

ム、及び脊柱変形矯正固定術に使用するロッ

ド製造方法」に関して、特許審査請求を実施

する。 

 

【進捗 100％：○】 

北海道大学とロバート・リード商会が、ロッド形

状バリエーションに関する特許を取得した。 

特願 2018-545397（発明の名称：ロッド群、弓状ロ

ッド群、脊柱安定化システム、およびロッドの製造

方法） 

「脊柱変形矯正固定術支援装置、脊柱変形矯正固

定術支援方法、プログラム、及び脊柱変形矯正固定

 

該当なし。 
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2018年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 術に使用するロッド製造方法」に関しては現在審査

中である。 

⑪3 次元体表面計測アルゴリズムに関する特

許審査請求の実施 

 北海道大学とノアが共同出願していた、

「側弯症診断支援装置、側弯症診断支援方法

及びプログラム」に関して、特許審査請求を

実施する。 

 

【進捗 100％：○】 

北海道大学とノアが、特許を取得した。 

特願 2018-510616（発明の名称：側弯症診断支援装

置など）  

該当なし。 

⑫【販売戦略】販売計画書の作成と広報活動

資料の完成 

 ロバート・リード商会が、販売計画書の作

成を 2019 年 1 月までに行うとともに、製品

カタログなどの広報活動資料を収集し、それ

らの資料を参考として自社の販促用資料の

作成を 2019 年 1 月までに実施する。2019 年

2 月の上市後、北海道大学病院での使用実績

を元に、販促用資料の充実化を 2019 年 9 月

までに行い、北海道大学病院以外に脊柱変形

矯正手術で、国内トップの手術件数を有する

病院に本開発品を紹介する。また 2019 年度

の日本脊椎脊髄病学会と日本側弯症学会の

ランチョンセミナーを実施し、販路開拓を行

う。 

 

 

【進捗 100％：〇】 

ロバート・リード商会が、販促用資料を完成させ

た。 

 

該当なし。 

⑬販路開拓と市販後データの収集 

 ロバート・リード商会が、北海道大学病院

以外に脊柱変形矯正手術で国内トップの手

術件数を有する病院に販売シェア率 50％を

目標として本開発品を紹介する。紹介先の病

院として、2018 年度は 3 病院を候補に挙げ

る。また、2019年度の日本脊椎脊髄病学会と

日本側弯症学会においてランチョンセミナ

ーを実施して製品紹介を行う準備を整える。

北海道大学は、クリニカルシミュレーション

センターにおいて本製品を使用したカダバ

 

【進捗 100％：○】 

2018年 12月に薬事承認を取得したことに伴い、

販路開拓に向けてこれまでに収集した顧客データ

を基に販促活動を開始した。北海道大学は、本開発

品の市販後データ収集の準備として、既存のストレ

ートロッドを解剖学的に曲げて使用した際の臨床

成績を英文論文として発表し（Sudo et al. Spine 

2018）、今後のヒストリカルコントロールとして使

用するための臨床基盤を整えた。 

 

該当なし。 
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2018年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

ートレーニングセミナーを開催する。 

 さらに、北海道大学は、本開発品の市販後

データ収集の準備として、既存のストレート

ロッドを解剖学的に曲げて使用した際の臨

床成績を発表し、今後ヒストリカルコントロ

ールとして使用するための臨床基盤を整え

ておく。 

 

⑭【管理運営戦略】事業化に向けての管理運

営 

代表機関であるロバート・リード商会は、

事業化に向けての管理運営を本事業実施期

間内を通じて行う。 

 

 

【進捗 100％：〇】 

ロバート・リード商会が、事業化に向けての管理

運営を行った。 
 

該当なし。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

本事業への採択に向けて提出した提案書及び採択後に提出した研究開発計画書に記載した内容に準じ

た計画を達成できた。積層造形ロッドは薬事承認申請に必要なデータを取得でき、高生体適合性脊椎イン

プラント（CVS スクリューシステム）は 2019 年 3 月から販売を行う。シミュレーションソフトについて

は、手術シミュレーションに基づいて脊椎手術を行うことで、高い安全性を担保しながら高難度治療を可

能にする情報処理システム開発を行うことができた。さらに、デジタル化/データ利用による完全非侵襲

の側弯症早期診断支援システムである 3次元体表面計測機器を、クラス II承認用医療機器として予定を

3ヶ月早めて 2019年 3月に薬事承認申請を行う準備も完了することができた。 

以上、我が国の医療機器開発研究事業の方向性にマッチする形で、重点 5 分野のうち以下の 4 分野；

①手術支援ロボット・システム（脊椎変形矯正手術用シミュレーションソフト）、②人工組織・臓器及び

③低侵襲性治療（高生体適合性脊椎インプラント）、④イメージング（完全非侵襲側弯症早期診断支援シ

ステム）に関する製品開発について実用化に至り、かつ、いずれも小児医療にも資する製品開発を達成す

ることができた。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 

①CVS スクリューと高生体適合性ロッドの薬事承認を 2018 年 12 月に取得した（販売名：CVS

スパイナルシステム、承認番号：23000BZX00388000）。 

②3 次元体表面計測器に関する臨床研究や EMC 試験等を完了させ、クラスⅡ承認用医療機器

として予定を 3 ヶ月早めて 2019年 3 月に薬事申請を行う準備を完了した（2018年 12月 21

日に PMDA医療機器全般相談を受けたが、申請前に問題となる指摘事項はなかった）。 

知財 

① 低侵襲性治療を実現する高生体適合性ロッドに対する国内特許を取得した。さらに米国で

も審査請求を実施している。 

 出願番号：特願 2018-545397（発明の名称：ロッド群、弓状ロッド群、脊柱安定化システム、

およびロッドの製造方法） 

②完全非侵襲の側弯症 3 次元体表面計測機器に関する国内特許を取得した。さらに JST の支

援を受けて米国でも審査請求を実施している。 

 出願番号：特願 2018-510616（発明の名称：側弯症診断支援装置など） 

③積層造形ロッドに対する発明に対して国内審査請求中 

 出願番号：特願 2015-218947（発明の名称：脊柱変形矯正固定術支援装置、脊柱変形矯正固

定術支援方法、プログラム、及び脊柱変形矯正固定術に使用するロッド製造方法）につい

て、2018年 8月 30 日に審査請求を行った。 

④3 次元体表面計測機器について商標登録出願中（国内、海外） 

「SCOLIOMAP」、出願番号：商願 2019-004102 

技術・評価 

①積層造形ロッドに適したコバルトクロム合金粉末に関する製造方法と積層造形ロッドに関

する製造技術を確立させた(Aoyagi, Chiba, Sudo et al. Additive Manufacturing, under 

review)。 

②3 次元のみならず、術後の評価が可能な時間的観念も取り入れた世界初の 4D 脊椎外科手術

支援用シミュレーションプログラムを開発した。 

③セミカスタムメイドとして 11 種類の形状を選定するに至ったアルゴリズムを開発した

（Sudo et al. Spine 2018, Kokabu, Sudo et al. Journal of Orthopaedic Research 

2018） 

④デジタル化/データ利用による完全非侵襲の側弯症早期診断支援システムプログラムを開

発した(Sudo et al. Scientific Reports 2018, Kokabu, Sudo et al. Journal of Bone 

and Joint Surgery, under review) 。 

その他事業

化全般 

①CVSスクリューを 2019年 3月から販売する。 

②3 次元体表面計測器を 2019年 9月から販売する予定。 
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(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 2) 自己評価理由 

本事業への採択に向けて提出した提案書及び採択後に提出した研究開発計画書に記載した内容に準じ

た計画を達成できたため。 

具体的には、実証期間内に薬事申請を 2件行い、1件は承認と上市まで達成し、残り 1件は予定を 3ヶ

月早めて承認申請を行い 2019年 9月からの販売開始を見込んでいる。また、製品化にあたっては、競合

他社製品と差別化を図る目的で 3件の特許申請を行ない、2件の特許を取得し、残り 1件の審査請求も実

施している。原材料の調達コストの高騰に伴い薬事申請作業を延期している積層造形ロッドに対しても、

最先端技術である電子ビーム積層造形技術を医療に生かして高機能脊椎用インプラントとして製造する

技術を確立することができた。 

 

(3) 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。 ○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。 ○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。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○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
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。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○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。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○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。 ○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。 ○十分
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

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(4) 委託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 

特になし。 

 

 2) 事業の進め方 

特になし。 

 

 3) その他 

特になし。 
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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 

3次元で変形している脊柱変形疾患に対する

評価法が X 線撮影による 2 次元評価のみで

あった。 

体表面を 3 次元的に評価することを目的と

してデジタル化/データ利用による完全非侵

襲のイメージング医療機器を開発する予定

とした。 

革新的な治療法や治療機器に対する臨床成

績を評価するには、同様に、革新的な評価技

術の提案が必要であると判断したため。 

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） 

実証期間内に積層造形ロッドの薬事承認申

請を行う。 

薬事承認申請を延期する。 コバルトクロム合金粉末の調達コストが高

騰しており、現状では利益に見合った販売が

できないと判断したため。粉末の調達コスト

が落ち着き次第、薬事承認申請を行う。 

 

(6) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 シミュレーションソフトに関しては、医療機器としての薬事申請は

必要ないのか。 

ソフトウェアの薬事該当性について、PMDA からのアドバイスで東

京都福祉保健局薬務課監視指導係との面談を実施した。その結果、

「使用者が限定されている（北大医師）ということから、医療機器

には該当しないと判断される」との結論に至り、本コンソーシアム

の希望通りの結論となった。 

知財 積層造形ロッドの開発中に得られた知見について特許申請の必要性

はないのか。 

革新的な技術として秘匿することに決定した。 

セミカスタムメイドとして 11 種類の形状を選定するに至ったアル

ゴリズムに対して特許申請の必要性はないのか。 

伴走コンサルでアドバイスを受けた弁理士と個別コンサルを実施

し、特許申請を行うことにした結果、特許を取得するに至った。 

技術・評価 積層造形ロッドの量産化条件を最終確定させるまでには、まだハー

ドルがあることが予想されるため、今回決定した 11 種類のロッド形

状バリエーションに対しては、積層造形ロッドだけに限定せず、既

製品のコバルトクロム合金製ロッドを弯曲させたものも製品化して

はどうか。今後他社でも真似て既製品のロッドを曲げて販売する可

世界初の高生体適合性弯曲ロッドとしてアピールするためにも既

製品のコバルトクロム合金製ロッドを弯曲させたものも製品化す

ることを決定し、その結果、薬事取得に至り上市した。 
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領域 指摘事項 対応 

能性がある。 

その他事業化

全般 

特になし。  

 

(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 2019年度以降の実施内容に関する計画（案） 

積層造形ロッド開発は、薬事承認申請に必要なデータを取得し、量産化体制も確立させた。一方で、本委託事業開始からの 3年間でコバルトクロム

合金粉末の原価が上昇した。現在、コバルトクロム合金はリチウムイオン電池に用いる原材料として投機対象になっており、その影響が原因と考えて

いるが、現時点における製造原価が上がり、利益率が低くなってしまったため、粉末の調達原価が落ち着くまで薬事承認申請を延期することを決定し

た。今後は、コイワイと双日が東北大学千葉明彦教授の技術協力を得て仙台に設立した新会社（日本積層造形株式会社）において、純国産の造形装置

や PREP粉末による積層造形が可能になるため、海外製の造形装置や粉末よりも一層のコスト削減効果が期待でき、上市に見合った原価を確保できた

時点で積層造形ロッドの薬事承認申請を行う。 

 

CVSスクリュー開発は量産体制を確立させ、従来のコバルトクロム合金製ストレートロッドを弯曲させて作成した弯曲ロッドとの組み合わせで薬事

承認を取得したため、2019年 3月から販売を開始した。今後は学会でランチョンセミナーやハンズオンセミナーを積極的に開催して製品紹介を行い、

北海道大学でカダバートレーニングセミナーも開催して販路を拡大していく。また、顧客からの製品評価を元に、改良を加えた製品開発も順次行って

いく。 

 

シミュレーションソフト開発については、術前手術シミュレーションに基づいて脊椎手術を行うことで、高い安全性を担保しながら高難度治療を

可能にする情報処理システム開発を行うことができた。今後は、販売したスクリューとロッドを基に術前シミュレーションを行い、その情報を顧客に

提供することで製品全体の高付加価値化を狙う。 

 

さらに、上記革新的治療法を臨床評価する目的に新たに開発した完全非侵襲の 3次元体表面計測機器をクラス IIの承認用医療機器として 2019年 3

月に薬事申請を行い、2019 年 9 月までに上市を予定する。上市後は手術前後の体表面計測機器としての利用にこだわらず、側弯症学校検診やスポー

ツトレーニング後の体表面評価に使用できる革新的な医療機器として紹介と販売を行っていく。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ロバート・リード商会 スパイン事業部 

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

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


