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1. 事業の概要 

高齢者の四肢の骨折は、適切な治療が行われなければ骨癒合不全や再骨折などの合併症を生じやすく、

高額な医療費が必要となる。また機能障害が残存しやすく介護による社会経済的負担も著しい。既存の金

属製骨折治療デバイスは一定の治療成績を得ているが、より合併症を少なく機能向上させるには、金属デ

バイスでは実現不可能な加工が可能で、優れた特性を持つ新素材のデバイスが必要である。今回これを事

業化することを目的とする｡ 

 

 
  

金属製骨折治療デバイスの課題克服を目指した次世代新素材骨折治療デバイスの開発・事業化

複合材料製骨折治療用ｶﾞﾝﾏｰﾈｲﾙの開発
株式会社ﾋﾞｰ･ｱｲ･ﾃｯｸ、大阪大学、名古屋大学、ﾐｽﾞﾉﾃｸﾆｸｽ株式会社、株式会社ｼﾞｮｲｱｯﾌﾟ

28-006

商品の目的・アピールポイント

現状の課題・ニーズをひとことでタイトルに

ものづくり中小企業名：会社の紹介・事業展開

①超高齢化社会である現在、高齢者の骨粗鬆に伴う
骨折が急増している。
②四肢骨折で発生頻度が多い部位は大腿骨、手首
関節、上腕骨である。

本事業は、2種類のガンマー型ネイルを、航空宇宙に
も採用されている炭素繊維強化PEEK樹脂複合材料
で開発することにより臨床的課題を解決するものであ
る。
①X線透過性による詳細な画像診断が可能、②剛性
設計の自由度、③優れた疲労強度、といった3つの差
別化のポイントがあり、合併症を軽減し、骨癒合など
の最適な評価が可能。

Class Ⅲ

(株）ビー・アイ・テックは、複合材料に関する経験と実
績を、医療製品に活用することにより、新たな医療事業
を創造することを目指す。
（目標2024年度に国内シェア10％、売り上げ20億円）

写真１

2019年3月末時点

写真2

アドバイザー
国内大手
製造販売企業

販売企業
高度管理医療機器等

販売企業

2019年3月末時点

代表機関
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1.1 事業の目的 

a.医療現場の課題 

 超高齢化社会において骨粗鬆症に伴う骨折が増加している。現在の骨折の手術治療は、金属製のデバイ

スが用いられ、骨がしっかりした患者ではある一定の成績は得られているものの、特に高齢者の骨粗鬆症

を伴う骨折においては治療に難渋することが多く、不適切な治療を施行すると再骨折や骨癒合不全など

の合併症を生じてしまう。また骨との剛性の違いからインプラント断端での 2 次的な骨折を生じたりす

ることで、再手術を要することがある。このような場合、骨折前と比べ機能低下することにより生活が自

立できなくなることも多く、周囲の家族に介護の負担を強いられ社会経済的な問題になっている。 

 しかしながら、現在の金属製骨折治療デバイスのニッチな改良ではこの課題の解決に至っていない。 

 

b.解決策 

 これらの課題の一つの有効な解決策として、航空宇宙分野や自動車分野で金属に代わる材料として期

待されている高機能複合材に注目した。高機能複合材製骨折治療デバイスは、その材料特性・加工性によ

り、既存の金属製デバイスと比べて以下の差別化のポイントがある。 

 ｱ.「X線透過性」により、術中の骨折部の整復状態を確実に確認可能で、また術後の経過観察で骨癒合

過程の確認が確実に行える。さらには、CT 撮影や MRI 撮影においてもインプラント周囲の詳細な観察が

可能である。これらにより手術中の確実な骨折の整復が可能となり、また画像評価による客観的エビデン

スに基づいて術後の適切なリハビリメニューを選択できることで、治療成績の向上が期待できる。 

 ｲ.炭素繊維の方向・量を制御することで、「至適弾性率でデザイン」することが可能である。インプラ

ントの弾性率をコントロールすることにより、骨との剛性の違いによるインプラント断端での骨折を防

止できる。また剛性の違いによるスクリューの弛みや周囲の骨破壊を防止することが可能となり、再手術

の頻度を減らすことが期待できる。 

 ｳ.「耐疲労特性」に優れており折損のリスクが減り、折損に伴う骨癒合不全を防ぐことが可能となる。 

 ｴ.将来的に材料特性を活かして金属には実現不可な形状、低コストでのセミカスタム化、薬剤と組み合

わせたコンビネーションプロダクトなどに発展可能である。 

 本事業は、経済産業省の「2013 年度戦略的基盤技術高度化支援事業」で開発している橈骨遠位端プレ

ートのノウハウを活用し、「３大骨折デバイス」の残り 2つの大腿骨用と上腕骨用の 2種類のガンマー型

ネイルを、高機能複合材料により開発し、国産インプラント市場を拡大するものである。 

 

c.上市時期 

 なお、国内市場については、大腿骨用のガンマー型ネイルについては、2019年 6 月に薬事申請を行い、

2019年 12月の上市を目指す。また、上腕骨用ガンマーネイルについては、2019年 12月に薬事申請を行

い、2020年 6月の上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ビー・アイ・テック 

PL： 板東 舜一（株式会社ビー・アイ・テック） 

SL： 菅野 伸彦（国立大学法人大阪大学） 

共同体： ①国立大学法人大阪大学 

  ②国立大学法人名古屋大学 

  ③ミズノテクニクス株式会社 

  ④株式会社ジョイアップ  
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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 クラスⅢ 

製品名 
高機能複合材製大腿用ガンマー

型ネイルシステム 
分類名称（一般的名称） 体内固定用大腿骨用髄内釘 

対象疾患 大腿骨骨折 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 整形外科 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 大腿骨骨折の固定又は安定を目的に使用する。 

薬事申請予定者 株式会社ビー・アイ・テック 医療機器製造販売業許可 21B1X10002 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ビー・アイ・テック 医療機器製造業許可 21BZ200031 

 業許可  

 業許可  

 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅢ 

製品名 
高機能複合材製上腕用ガンマー

型ネイル 
分類名称（一般的名称） 体内固定用上肢髄内釘 

対象疾患 上腕骨折 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 整形外科 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 上腕骨の骨折に対する固定を目的に使用する。 

薬事申請予定者 株式会社ビー・アイ・テック 医療機器製造販売業許可 21B1X10002 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ビー・アイ・テック 医療機器製造業許可 21BZ200031 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

高機能複合材製大腿用ガンマー型ネイルシステム 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 2019年 6月 2024年 6月 

上市時期 2019年 12月 2025年 6月 

想定売上（上市後 3年目） 4.50億円／年(2022年時点） 10.00億円／年(2028年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 150.00億円／年(2022年時点） 2000.00億円／年(2028年時点） 

想定シェア（上市後3年目） 3％(2022年時点） 0.5％(2028年時点） 

(注)本製品の想定市場 

＜国内市場薬事申請時期変更の理由＞ 

治験対象者の出現が計画より遅れ、従い治験実施期間も 6 ヶ月間延びたことにより薬事申請時期・上

市時期も 6 ヵ月間後送りとなる。 

＜海外上市時期変更の理由＞ 

海外は、国内の販売実績が出るようになった段階で進出手続きに着手する。投資回収計画としては、基

本的には、海外の薬事申請費用は現地販売代理店の負担により実施されるので、日本側の投資は人件費程

度で良いのであるが、追加の試験が要求されることもあり、若干の試験費用を見込んでおく。 

 

高機能複合材製上腕用ガンマー型ネイル 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 2019年 12月 2024年 6月 

上市時期 2020年 6月 2025年 6月 

想定売上（上市後 3年目） 0.91億円／年 (2023年時点） 1.50億円／年 (2028年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 25.00億円／年 (2023年時点） 300.00億円／年 (2028年時点） 

想定シェア（上市後3年目） 3.7％ (2023年時点） 0.5％ (2028年時点） 
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(注)本製品の想定市場 

大腿用ガンマー型ネイルシステムの治験実施期間が 6 ヶ月間延びたことにより薬事申請時期・上市時

期も 6 ヵ月間後送りとなる。 

＜海外上市時期変更の理由＞ 

海外は、まずヨーロッパ（イタリア）を最初に申請する。投資回収計画としては、基本的に開発費は現

地販売業者が負担するべきものであるので、開発自己負担は、人件費のみとなる。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

＜医療機器の概観＞ 

 
 

＜特長＞ 

差別化のポイント 

① X 線透過性による詳細な画像診断が可能 

② 剛性設計の自由度 

③ 優れた疲労強度 

合併症を軽減し、骨癒合などの最適な評価が可能。 
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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 

・大腿用ガンマー型ネイル：整形外科医師 

・上腕用ガンマー型ネイル：整形外科医師 

 

医療機器の最終顧客は、患者ではあるが、医療機器の選定あるいは患者への説明は整形外科医師でも

あることから想定顧客は整形外科医師とする。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

2015 年度実績を見ると、大腿（大腿骨転子部）用ガンマー型ネイルの国内市場は 83,801 症例（下表）

ある。また、上腕用ガンマー型ネイル（髄内釘：次ページ）の国内市場は 12,925 症例ある。上腕用が大

腿用の 15％程度である傾向は今後とも概ね続くものと想定する。高齢化社会は症例を増やすと考えら

れるが、一方、健康寿命の向上ということも考えると、今後の市場規模は指数関数的に増えるのではな

く概ね単調増加と予測する。(注：本製品の想定市場) 

 

･大腿用ガンマー型ネイル市場（2015 年実績） 
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・上腕用ガンマー型ネイル市場 

 

 
 

③医療現場で期待される波及効果 

従来医療機器の多くは金属製で

あるが、“複合材”は医療機器素材と

しての有用性が周知される。 

例えば、手術台と X 線撮影装置を

組み合わせた「ハイブリッド手術室」

が普及しつつあり、金属製であった

手術器具やインプラント製品からX

線透過性を材料へ切り替えの要望

がある。また、軽量、高強度などの

特長を医療機器にも付与すること

により、医療現場での、取扱いやす

さ、その結果としての手術操作性等

医療技術の向上にも貢献しうる。 

具体的には、右図（Carbofix 社の

カタログより）のように、人体各部

の骨折用デバイスとして広範囲に

適用することが可能である。 
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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 

国内製品で競合するのは、金属製品であるが、機能においては競合するものはない。 

国外では、カーボフィックス社が複合材製製品を出している。ただし、日本の医療承認は取得してい

ない。 

 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） 

<差別化のポイント> 

①X 線透過性による詳細な画像診断が可能 

②剛性設計の自由度 

③優れた疲労強度 

合併症を軽減し、骨癒合などの最適な評価が可能。 

海外製品に対しては日本人の体形に合致した製品形状の実現、迅速な改良開発の必要があることから、

本製品は、国内において優位にある。 
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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 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022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
【製品名】

量産機開発
【製品名】

臨床研究

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

①量産開始
②販売体制強化
③新規骨折デバイスの医療認可取得
（第１次）

①販売促進
②新規骨折デバイスの医療認可取得
（第2次）

①ｶﾞﾝﾏｰ型ﾈｲﾙに関する技術人材育成 ①ｶﾞﾝﾏｰ型ﾈｲﾙに関する技術人材育成
②製造販売体制整備
③上腕用ｶﾞﾝﾏｰ型ﾚｲﾙのPMDA戦略相談

①ｶﾞﾝﾏｰ型ﾈｲﾙに関する技術人材育成
②製造販売体制整備
③量産体制の検討

①医療機器製造販売承認申請・承認
取得
②国内販売体制の構築(ｺﾝｿｰｼｱﾑの
事業体制への転換）
③小ロット生産・販売開始
④量産化計画（生産請負企業の開
拓）
⑤新規骨折デバイスの新規開発開始
（第１次）

①量産体制の構築（生産請負企業の
技術育成）
②販売促進
③新規骨折ﾌﾟﾚｰﾄの開発開始（第２
次）

①市場調査
②3軸織物成形技術開発
③大腿用ｶﾞﾝﾏｰ型ﾈｲﾙ一次試作
④上腕用ｶﾞﾝﾏｰ型ﾚｲﾙ試作仕様検討
⑤遺体骨によるﾏｰｶｰ評価

①市場調査
②一次試作品改良
③大腿用：改良品による安全性・耐久性試験
④大腿用：治験準備・治験開始（第1症例）
⑤上腕用：一次試作および改良

2017.2にPMDAの薬事戦略相談を予定してい
たが、2016.11のPMDA事前面談の助言によ
り、2017.11予定の治験相談で相談することと
としたため。

①大腿用：治験実施
②上腕用：安全性・耐久性試験

当初計画では、2018年12月までに治
験終了予定であったが、症例発生が
延伸のため3月終了を想定。登録遅れ
に伴い医療機器製造販売申請時期も
後送りとしたため。

PMDA：2016.11

治験相談の準備面談

★2019.6大腿骨医療機器製造販売承認申請

★2019.12 上腕骨医療機器製造販売承認申請
★2017.12PMDA：プロトコル相談（大腿骨）

★
2018.2 治験計画届

生物学的安全性試験 臨床試験

大腿骨／上腕骨 上市（国内）

★2019.12大腿骨医療機器製造販売承認

★2020.6上腕骨医療機器製造販売承認

大腿骨キャダバー試験

要素開発試験

大腿骨用ガンマーネイル

上腕骨用ガンマーネイル製作

大腿骨用ガンマーネイル

上腕骨用ガンマーネイル

★大腿骨ｶﾞﾝﾏｰﾈｲﾙ特許審査請求
★
製造加工法基本特許出願

★上腕骨ｶﾞﾝﾏｰﾈｲﾙ意匠・実案出願

大腿骨キャダバー試験

特許調査、新規特許検討

販売戦略構築

QMS体制構築

上腕骨用ガンマーネイル設計

機械的安全性試験

販売戦略確立

QMS体制確立

PMDA：2017.7治験

相談の準備面談（大

腿骨）

PMDA：2019.2戦略相談の

事前面談（上腕骨）

PMDA：本面談（上腕骨）

上腕骨ガンマーネイル

キャダバー試験

★

★

保険適用新機能区分（C1）申請

★2019.12大腿骨ｶﾞﾝﾏｰﾈｲﾙ上市

★2020.6上腕骨ｶﾞﾝﾏｰﾈｲﾙ上市
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 1) 投資回収計画 

＜高機能複合材製大腿用ガンマー型ネイルシステム＞ 

 ① 国内 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

薬事申請時期    ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：本）           

 ② 海外 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

薬事申請時期         ●  

上市時期          ● 

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：本）           

 ③ 国内・海外合計 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：本）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

海外は、国内の販売実績が出るようになった段階で進出手続きに着手する。基本的には、海外の薬事申請

費用は現地販売代理店の負担により実施されるので、日本側の投資は人件費程度で良いのであるが、追加

の試験が要求されることもあり、若干の試験費用を見込んでおく。 

  

非公開 

非公開 

非公開 
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＜高機能複合材製上肢用ガンマー型ネイル＞ 

 ① 国内 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

薬事申請時期     ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：本）           

大腿骨用ガンマーネイルと同時期に薬事申請予定。 

 ② 海外 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

薬事申請時期         ●  

上市時期          ● 

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：本）           

海外は、まずヨーロッパ（イタリア）を最初に申請する。基本的に開発費は現地販売業者が負担するべき

ものであるので、開発自己負担は、人件費のみとなる。 

 ③ 国内・海外合計 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：本）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 

  

非公開 

非公開 

非公開 
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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” 

販社とビジネスの仕組みを詰めている段階のため非公開とする。 

 

 2) ビジネス体制 

 

  

販売企業

高度管理医療機器等

販売企業

平成29（2017）年3月時点

2019年3月末時点

代表機関

PL

SL
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 上腕骨に関する事前面談（2017 年 6 月 30 日@PMDA） 

「CFRP 製上腕用ガンマーネイル」について、治験要否や非臨床試験の充足性に関する助言を受け

る目的の PMDA の対面助言に向けての事前面談として、審査官等と面談した。 

大腿骨ガンマーネイルの治験が完了した段階で、戦略相談を実施する計画である。もし、大腿骨ガン

マーネイルの治験が成功裏に完了すれば、上腕骨ガンマーネイルに関しては、治験を要しない可能性

があるとのことである。 

⚫ 対面助言の準備面談（2017 年 8 月 9 日@PMDA） 

「CFRP 製大腿骨用ガンマタイプ髄内釘システム」の治験プロトコルの妥当性（適応、対象疾患の選

択の妥当性、症例数の妥当性、評価項目設定の妥当性）に関する相談を実施した。 

⚫ プロトコル対面助言（2017 年 12 月 12 日@PMDA） 

大腿骨ガンマーネイルの臨床治験に関する対面助言「医療機器プロトコル相談・治験（機 P１９６９、

BIT-００１）」を実施し、治験の実施要領に関する助言を得た。助言に従って準備を実施することで、

2018 年 3 月に治験を開始することができた。 

 

 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） 

特許調査を実施し、抵触するものが無いことを確認した。 

⚫ 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 

本事業開始時（2016 年 9 月）に、本ガンマーネイルの製造加工法に関する特許を出願した。 

上記発明が、2019 年 3 月 8 日に特許として認められ、権利が確定した。 

【特許公報「特許第 6491625 号「ガンマー型ネイル装置」】 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

伴走コンサルなどの仕組みを活用して事業を推進した。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

ガイドラインに従って、各種バリデーション等を実施中である。特に問題は無く、予定通り 6 月頃

には医療承認申請を PMDA に提出することができる見込みである。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

⚫ 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 等の品質保証体制 
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 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 
特になし（顕在リスクはない）  

知財 
特許権を確定した。（顕在リスクはない）  

技術 ・

評価 

特になし（顕在リスクはない）  

その他

事業化

全般 

特になし（顕在リスクはない）  



 

14 

1.6 2018年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

今年度の事業内容は以下のとおりである。 

①複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの治験用供試体を製作し治験に供する。 

②上記治験用供試体の治験を実施する。 

③ガンマー線滅菌のバリデーションを実施し、複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの滅菌法を確定する。 

④複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの機械的安全性試験、遺体骨試験供試体を製作し、機械的安全性試験、遺体骨試験に供する。 

⑤複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの非臨床機械的安全性試験を実施し、実用性を示す。 

⑥複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの遺体骨試験を実施し、手術の安全性を示す。 

⑦複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの治験相談により、治験の不要性につき確認する。 

⑧複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルおよび上腕骨用ガンマー型ネイルの医療機器製造販売申請に向け、QMS を確立する。 

⑨複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの医療機器製造販売承認申請を 2019 年 6 月目途に申請手続き準備をする。 

⑩複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの販売戦略を明確にし、2019 年 12 月の上市に備える。 

⑪毎月、実行計画を見直し、進捗管理を実施し、事業完遂を図る。 

 

(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 

大腿用ガンマー型ネイル 大腿骨骨折の固定又は安定を目的に使用する。従来の金属製品にはないＸ線透過性、剛性設計の自由度の高さ、優れ

た疲労強度を有する複合材製品であり、合併症の軽減、骨癒合の最適な評価が可能になる。 

上腕用ガンマー型ネイル 上腕骨の骨折に対する固定を目的に使用する。大腿用同様、従来の金属製品にはないＸ線透過性、剛性設計の自由度

の高さ、優れた疲労強度を有する複合材製品であり、合併症の軽減、骨癒合の最適な評価が可能になる。 

 

(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複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの治験用供試体

の製作（ビー・アイ・テック、ミズノテクニクス） 

 前年度までに確立した供試体製造法に基づき、2018

年 6 月の症例登録完了まで実施する治験に用いる供試

体を製作する。当供試体は、医療承認対象品で販売品モ

デルとなる。ミズノテクニクス（株）は供試体主要部品

であるブレーディングパイプの製作を、（株）ビー・ア

イ・テックは当該ブレーディングパイプを供試体に組

▶ 

【進捗 100％：◎】 

治験に必要な供試体は全て提供完了した。 

▶ 

 

特になし。 
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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 

込み供試体を完成する。 

②複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの治験の完遂

（ビー・アイ・テック、大阪大学、ジョイアップ） 

昨年度より開始し、2018年 6 月の症例登録完了（2018

年 12 月経過観察期間完了）を目標に、2 施設で 20 症例

の治験を実施する。当治験を通して、複合材製大腿骨用

ガンマー型ネイルの医療機器製品として有効性、安全

性を評価する。 

なお、症例観察期間は原則 3 ヵ月間であるが、症例によ

ってはさらに 3ヵ月間の評価期間延長もありうる。（株）

ビー・アイ・テックは、治験供試体の供給に遺漏なきを

図り、大阪大学は、治験を監督する。（株）ジョイアッ

プは治験現場に立ち会い、治験材料のデリバリー等治

験を支援する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画治験症例 20 症例に対し、 11 月末

（2018.11.21）までに 20症例実施完了した。 

その内、脱落 1 症例を除く 19 症例で、治験

の手術は成功裏に終了した。 

なお、PMDA との協議で 18例の骨癒合獲得が

治験通過の目標とされている。 

 

▶ 

 

3 月 5 日に画像判定委員会及び症例検討

会を開催し、19症例について第 3 者による

骨癒合獲得の客観的評価をおこなった。 

その結果、2 症例について経過観察する

必要があることが指摘された。 

その後の観察結果に基づき、4 月度に再

度画像判定を実施した。上記 2 例のうち、

1 症例は骨癒合していることが確認され

た。 

以上のことから、20 症例中 18 症例の骨

癒合が確認されたので、本治験を成功裏に

完了することができた。 

（残りの 1 症例は骨癒合が不十分ではある

が、安定しており日常生活に不都合はない

状態であることが確認された。） 

③滅菌バリデーションの実施（ビー・アイ・テック） 

複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルのガンマー線滅

菌バリデーションを 2018 年 10 月終了目途に外部専門

業者にて実施する。バリデーションには滅菌効果の有

効期間担保安定性確認を含む。 

治験用供試体は治験現場でオートクレーブ滅菌により

対応するが、上市後はガンマー線滅菌品が提供される。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・滅菌バリデーション（実年試験を残し）完

了。 

（当初計画から実年試験は委託事業期間外と

なることを想定） 
▶ 

 

包装強度および包装完全性の安定性実年試

験（6 ヵ月、12 ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、60

ヶ月）の完遂。 

④複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの機械的安全性

試験供試体の製作（名古屋大学、ビー・アイ・テック、

ミズノテクニクス） 

名古屋大学が設定した上腕骨用ガンマー型ネイルの

仕様を受けて、（株）ビー・アイ・テックは詳細設計お

よび冶具製作７月中旬完了を目途)を実施する。ミズノ

テクニクス（株）が製作するブレーディングパイプを部

品とし、当冶具を用い、機械的安全性試験、遺体骨試験

に供する複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルを 8 月下

▶ 

【進捗 100％：○】 

・試験供試体製作完了 

▶ 

 

特になし。 
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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 

旬目途に製作する。また、遺体骨試験時に使用する手術

用具を 10月末目途に製作する。 

 

 
 

⑤複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの非臨床機械

的安全性試験の実施（ビー・アイ・テック、名古屋大学） 

上記で製作した複合材製上腕骨用ガンマー型ネイル

を供試体として、2018年 10 月終了を目途に非臨床試験

としての機械的安全性試験を実施する。機械的安全性

試験は（株）ビー・アイ・テック監督のもと、外部専業

者にて実施し、名古屋大学は試験結果の評価を行う。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・機械的安全性試験完了し、要求を全て満足

した。 

機械的安全性試験一覧 

 

▶ 

特になし。 

一例として曲げ疲労試験結果を示す。 

 
⑥複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの遺体骨試験実

施（名古屋大学） 

遺体骨に、本事業で開発の複合材製上腕骨用ガンマ

ー型ネイルを埋植し、X線透過性インプラントを挿入す

る際の手術用具との適合性や取扱性を含む手術の安全

性を臨床医学面から評価する。特に、神経血管系など軟

部組織との干渉の有無確認は必須の事項である。当試

験は 12月上旬までの完了を目指す。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・タイで遺体骨試験実施（10 月 30日、31 日）。 

 

 

▶ 

 

遺体骨試験結果を反映し、若干の設計変更

を実施した。下図の如く、斜めスクリュー

を 1本とし、遠位端を細く改良した。 
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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 

⑦複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの治験相談実施

（ビー・アイ・テック、名古屋大学） 

 複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの非臨床機械的

安全性試験データ、生物学的安全性データ、および治験

に入った複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの諸デー

タを根拠に、複合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの治

験不要性を PMDAの RS（レギュラトリーサイエンス）戦

略相談（2018年 6月目途）に付す。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・PMDA：2019.2.27 に RS戦略相談事前面談

を実施した。この結果、大腿骨の治験結果

と非臨床試験結果に基づき、12月頃に RS

戦略相談を実施して、上腕骨の治験は省略

できることを確認する。 

▶ 

 

特になし。 

 

⑧複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルおよび上腕骨用

ガンマー型ネイルの医療機器製造販売申請に向けた

QMSの確立（ビー・アイ・テック） 

 医療機器製造販売申請（2019 年 1 月予定）後に実施

される PMDA の「QMS 適合調査」に耐える QMS を医療機

器製造販売申請前までに確立する。医療機器製造販売

業許可取得に際し整備された QMSをベースとし、QMS適

合調査に備える。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・PMDAによる QMS適合性調査資料原案作成完

了。 

▶ 

 

⑨複合材製大腿骨用及び上腕骨用ガンマー型ネイルの

医療機器製造販売承認申請提出（ビー・アイ・テック） 

 複合材製大腿骨用ガンマー型ネイルの治験結果、複

合材製上腕骨用ガンマー型ネイルの PMDA RS戦略相談

結果を踏まえて、複合材製大腿骨用および上腕骨用ガ

ンマー型ネイルの医療機器製造販売承認申請を平成 31

年 1月目途に提出する。本製品の 2019 年 7月上市を目

指す。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・大腿骨の臨床治験登録 (20 症例) 完了は 6

月末の予定であったが、12月末完了となっ

たため、医療機器製造販売承認申請を、2019

年 6月を目途に、PMDA に提出する。 ▶ 

 

 

⑩複合材製大腿骨用及び上腕骨用ガンマー型ネイルの

販売戦略の確定（ビー・アイ・テック、ジョイアップ） 

臨床成績のエビデンスに基づく開発医師や Key 

Opinion Leader への複合材製ガンマーネイルの認知向

上を図り、上市後の速やか販売の基礎固めを行う。ネイ

ル生産原価の決定、医療現場ニーズの調査継続および

専門調査会社の市場調査データをも踏まえ、販売価格

を設定し、2017 年度設定の販売計画書の精度向上を図

り、上市に向けての販売戦略を確立する。 

 

▶ 

【進捗 95％：○】 

1)販社との契約交渉について 

現在継続中。 

2) 量産時価格の低減について 

価格は、材料費や製造手順はもとより、今

後の量産個数・バッチサイズ・緊急度・製品形

態により変わる（量産効果）ので、量産価格を

現時点で見積り、特定することは困難である。 

現時点における少量生産における価格は、

上記量産価格とは異なる。今後は、量産効果

▶ 
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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 

によるコスト低減の他に、機械化・自動化に

よるコストダウンを計画している。 

①ロボットの活用を図る。 

 ②ブレーディング成型（ミズノテクニクス

(株)）の活用 

3) 新区分での償還価格獲得 

既承認品と同じ保険償還区分になると、2年ご

との改訂とともに償還価格が減額される傾向にあ

るため、ビジネスをする上では新区分での採用が

望ましい。 

2018年 11月 11日に厚生労働省医政局経済

課において第 1回の事前協議を実施した。 

 

 

 

 

 

 

3)新区分での償還価格獲得 

今後、厚生労働省経済課殿とご相談し、新

区分（C1）への採用・及び可能な限りの償還価

格の加算を図る。 

 

 

 

 

⑪事業の管理・運営（ビー・アイ・テック） 

AMED 等との打ち合わせ、事業実施体制構成員間等と

の、全体のスケジュール管理を実施する。 

 
▶ 

【進捗 100％：◎】 

治験の進度以外は、概ね予定通りに進捗した。 

▶ 

Medtecにて、成果報告実施。 

（3月 18 日） 

⑫知的財産権の確保 

特許戦略に基づき、出願する。 

 

 

【進捗 100％：◎】 

製造方法と構造様式に関する特許を出願し、

2019 年 3 月 8 日に認められた。 

特許公報 

「特許第 6491625 号「ガンマー型ネイル装

置」 
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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） 

①大腿骨用ガンマーネイルの治験終了による複合材製ガンマーネイル技術が完成 

大腿骨用ガンマーネイルの治験 20 症例は全数成功裏に終了したことから、複合材製大腿骨用ガンマ

ーネイルの技術は実用段階に至った。 

②複合材製大腿骨用ガンマーネイルは第三種医療機器として上市の可能性がみえた。 

大腿骨用ガンマーネイルの治験成功により、複合材製大腿骨用ガンマーネイルのクラスⅢ医療機器

としての製造販売承認を得ることが可能となった。 

③複合材製上腕骨用ガンマーネイルはクラスⅢ医療機器として上市の可能性がみえた。 

大腿骨用ガンマーネイルの治験成功に至る諸データおよび上腕骨用ガンマーネイルの非臨床強度試

験の完遂により、上腕骨用ガンマーネイルもクラスⅢ医療機器としての公的承認を得ることが可能

となった。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 複合材製ガンマーネイルの製造販売承認申請が可能となった。 

知財 当該複合材製ガンマーネイルに関する特許を出願し、2019年 3 月に認められた。 

技術・評価 複合材製ガンマーネイルの製造技術は完成した。 

その他事業化全般 当該ガンマーネイルの治験成功により、上市への途が大きく開けた。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 2) 自己評価理由 

本委託事業への参加目的は、「金属製骨折治療デバイスの課題克服を目指した次世代新素材骨折治療

デバイスの開発・事業化」にある。 

従来の骨折治療デバイスの構成素材(金属)を複合材にすることにより金属製デバイスの課題克服の可

能性は一般に予見されていたが、実現の工学的方策は未知であった。本事業を経て、その工学的方策を

明らかにし、臨床試験試供体を完成し、臨床試験を成功裏に実行できたことから、骨折治療デバイスと

しての複合材製大腿骨用ガンマーネイルおよび複合材製上腕骨用ガンマーネイルの技術完成およびク

ラスⅢ医療機器としての製造販売承認申請準備に入れたことから、当初目標は達成されたと判断する。 
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(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。 該当せず

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。 該当せず
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。 △一部
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。 ×不十分
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

事業
収支

販売・
物流

開発
戦略

市場

基本
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 

臨床治験は患者の有無が重要であり、こればかりは計画通りには行かない。 

本事業の場合にも夏場（7 月~9 月末）の患者が皆無であり、治験期間が大幅に遅れる事態となってし

まった。 

 

 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 

 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） 

本事業年度内に医療機器製造販売承認申請

を行い、2019年 7月上市を行う。 

2019 年 6 月に医療機器製造販売承認申請を

行い、2019年 12月上市を目指す。 

当初計画では 2018 年 6 月までに治験(20 症

例)登録完了予定であったが、特に、夏場の

症例発生件数が少なく、20 症例登録達成が

2018年 11月末となったため。 

 

(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 なし  

知財 権利化の勧め 事業開始前出願の審査請求実施→特許確定 

技術・評価 なし  

その他事業

化全般 

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） 

① 2019 年 6～7 月 医療機器製造販売承認申請提出 

 PMDA に、複合材製大腿骨用ガンマーネイルの製造販売承認申請を提出する。 

 製造販売承認認可まで 6 ヶ月ほどを要すると想定される。 

② 2019 年 12～1 月 医療機器製造販売承認取得 

 製造販売承認を得て、名実ともに上市の開始とする。 

③生産性向上に向けての技術開発 

 事業性の向上は、製品の生産性向上に大きく依存するため、生産性向上のための方策・技術を開発していく。 

④販売体制の確立 

 医療機器市場には、当該市場特有の販売体制が必要である。現状況へ適応しつつも、より適切な販売手法を開発していく。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ビー・アイ・テック  

〒504-0843 岐阜県各務原市蘇原青雲町 4丁目１の５５ ジャミーラビル 3階 

電話: 058-260-3900 / FAX: 058-260-3901 / E-mail:bitbando@bitec.vrtc.net 


