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1. 事業の概要 

歯科用インプラントの治療後、口腔内環境の変化に伴い、インプラント周囲の顎骨が吸収されると、イ

ンプラントの骨内埋入部（表面処理部）が露出する。露出したインプラント表面はプラークや細菌が付着

しやすいため、口腔衛生が保たれないだけでなく、インプラントの除去や再手術が必要となり、患者の

QOL が著しく低下する。そこで、骨内に埋入するパーツを 2 段構造とした歯科用インプラントを開発し、

骨吸収に応じパーツを交換することで表面処理部の露出を回避するとともに感染を防止し、長期予後の

確立を図る。 

 

 

 

口腔内環境の変化に対応し、長期予後を確立する歯科用インプラントの開発・事業化

骨内埋入部を２段構造としたインプラント
株式会社プラトンジャパン、株式会社ヨシオカ、アイ・ティー・デンタルクリニック

H28-017

露出部分の形態変更が可能なインプラントの開発

インプラントが露出すると感染源に

株式会社ヨシオカ：日本が世界に誇る精密加工技術

 インプラント治療後、加齢による歯肉の退縮や骨吸収と
いった生理的な変化により、顎骨の形態が変化すると、
インプラントの表面処理部が露出する。

 骨内に埋入するパーツを２段構造とし、骨吸収に応じて
パーツ交換することで表面処理部の露出を回避。

Class Ⅲ
（想定）

超精密微細切削加工技術を駆使し、２０年に亘り歯科用イン
プラントを製造。ミクロン単位の加工が可能な製造設備をはじ
め、長年運用してきた品質システムと各種測定機器により、
品質保証を行っています。
本開発製品に採用のテーパーロック嵌合は同社の「匠の技」
により実現しています。

平成28（2016）年10月時点

 露出したインプラント表面はプラークや細菌が付着しやす
いため、口腔衛生が保たれないだけでなく、インプラント
周囲の炎症が進むと除去や再手術が必要となり、ＱＯＬ
が著しく低下する。

 インプラント周囲の炎症を予防し、超高齢社会において、
より長期間使用できることで、患者のＱＯＬ向上に寄与。
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平成30（2018）年1月時点

製造企業
製造業［20BZ000160］

（株）ヨシオカ

• 試作品／試験試料の製造
• 技術の提供

• 生産プロセスの確立

中

医療機関

アイ・ティー・デンタルクリニック

• ニーズの提供
• 機器の基本デザイン検討

• 臨床エビデンスの構築
• 開発機器の導入・普及

• 知財取得

SL

臨床試験の実施が必要となった場合

製販企業
第一種製造販売業[13B1X10081］

（株）プラトンジャパン
• 製品化・事業化
• 性能試験実施
• 設計開発検証

• 薬事・市場化を見据えた他機関への助言

代表機関

販売企業
高度管理医療機器等販売業

アイ・ティー株式会社

提携

歯
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技
工
所



 

2 

1.1 事業の目的 

【目的】 

歯科用インプラントの治療後、患者の口腔内環境の変化による咬合力の過重負荷や、インプラント周囲

炎への罹患によりインプラント埋入部位周囲の骨吸収が生じ、顎骨内に埋入したインプラントの骨内埋

入部（表面処理部）が露出することがある。インプラントの骨内埋入部は、骨芽細胞の付着の促進や骨組

織との接触面積を増やす目的で表面処理により表面を粗造構造としているため、露出するとプラークや

細菌が付着しやすく感染源となる。さらに、粗造構造であるがゆえに洗浄等によるプラーク等の完全除去

が困難であり、現状ではダイヤモンドポイントや超音波スケーラーといった器具でインプラント表面を

研磨するといった方法がとられているが有効な対処法となっていない。露出したインプラント表面の汚

れや感染は、口腔衛生が保たれないだけでなく、インプラントの除去及び再埋入手術が必要となる場合が

あり、患者の QOL を著しく低下させる。また、患者が寝たきりや認知症となった場合は、十分に歯を磨

くことができずインプラント周囲のプラークの付着・汚れが顕著となり、介助者の口腔ケアの負担が大き

くなる。このような場合、介護現場ではインプラントの除去が求められるが、外科処置をともなうため健

常者に比べると困難であり、これらの対応策が我が国の医療現場における課題となっている。 

これを解決するためには、インプラントの表面処理部が骨内から露出した場合に、プラーク等の付着が

起きにくい、また、付着したプラーク等の汚れを落としやすい表面性状のインプラントの開発が理想では

あるが、骨芽細胞の付着促進や骨組織との接触面積の増大を目的として施している表面処理とは矛盾す

るものであり、解決方法としては困難であると言える。このため、骨内から露出した表面処理部を何らか

の方法で除去し、表面処理部の露出を回避することが解決策の近道であると考えられる。 

本事業では、表面処理部の露出を回避するため顎骨内に埋入するパーツを 2 段構造とし歯冠側のパー

ツを交換できるインプラントを開発・事業化する。パーツ交換により骨吸収に応じて骨内埋入部（表面処

理部）の全長を短くすることが可能となり、感染を防止することができる。さらに、インプラントの長期

予後がより一層確立されることにより、健康長寿社会の実現に寄与することが期待できる。また、患者が

寝たきりや認知症となり、インプラントを機能させる必要がなくなった場合は、大掛りな外科手術をとも

なわずに、歯冠側のパーツを外すだけでインプラントを骨内にスリーピングさせることが可能となる。 

なお、国内市場については、平成 30 年 12 月迄に薬事申請を行い、平成 31 年 9 月に上市を目指す。 

（研究開発開始時予定；平成 31 年 4 月迄に薬事申請を行い、平成 32 年 7 月に上市を目指す。） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社プラトンジャパン 

PL： 廣瀬 英一（株式会社プラトンジャパン） 

SL： 飯島 俊一（医療法人社団アイ・ティー アイ・ティー・デンタルクリニック） 

共同体： ①株式会社ヨシオカ 

  ②医療法人社団アイ・ティー アイ・ティー・デンタルクリニック 
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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 ２階建インプラント（仮称） 分類名称（一般的名称） 歯科用インプラントシステム 

対象疾患 歯牙欠損症例 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
病院（歯科口腔外科）・ 

歯科診療所 
新／改良／後発 改良医療機器（予定） 

使用目的又は効果 
歯の欠損部位の顎骨内に埋植し、歯科用補綴物を支持することによって咀嚼機能を回復さ

せるために使用する。 

薬事申請予定者 株式会社プラトンジャパン 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X10081 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ヨシオカ 医療機器製造業許可 20BZ000160 

 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 

  対象国未定 

薬事申請時期 
平成 29（2017）年 6月（1段目インプラント） 

平成 30（2018）年 12月（2段目インプラント） 
未定 

上市時期 
平成 30（2018）年 1月（1段目インプラント） 

平成 31（2019）年 9月（2段目インプラント） 
未定 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 ― 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 ― 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 ― 

※市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 

 

 通常の 2回法の術式として使用することが可能な 1段目インプラントを先行上市するため、薬事申請を 

2 段階に分けて行うことへ変更した。 

 さらに PMDA との医療機器開発前相談の結果、動物への埋植試験の試験数は増加することになったものの、

臨床試験の回避が見込めることで開発機器の上市が 1 年ほど前倒しできる見通しであり、平成 30 年 1 月・平

成 31 年 9月の 2段階に分けて上市を目指すこととした。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1：1段目インプラント 

 2段目インプラント（スレッド・表面処理あり）と組み合わせ、顎骨に埋入する。 

 

2－1：2段目インプラント（スレッド・表面処理あり） 

 1段目インプラントとアバットメントとの中間部分となる。 

 骨内に埋入される、表面処理が施されたスレッド（ネジ）部を有している。 

 顎骨の吸収等によりスレッド部が露出した場合、スレッド部がより短いサイズ 

 又は 2 段目インプラント（スレッド・表面処理なし）に交換する。 

 

2－2：2段目インプラント（スレッド・表面処理なし） 

 インプラントフィクスチャとアバットメントとの中間部分となる。 

 顎骨の吸収等により 2段目インプラント（スレッド・表面処理あり）のスレッド 

 部が露出した際に本品を使用する。 

 また、1段目インプラントと 2段目インプラント（スレッド・表面処理なし）及 

びアバットメントの組み合わせで従来の 2 回法インプラントとして使用するこ

とも可能である。 

 

3：アバットメント 

 2段目インプラントに装着し、人工歯の支台として使用する。 

 なお、アバットメントについては本開発機器の先行モデル品である既承認品（販

売名：ITインプラント 製造販売承認番号：22600BZX00294000）のアバットメン

トを併用するため、既に承認取得済である。 

 

 

  
 

本品には口腔外で予め 1 段目インプラントと 2 段目インプラントを装着した状態で埋入する術式と、1 段目インプ

ラントと 2 段目インプラントを別々に埋入する術式を設定している。 

 

先行上市を行うため平成 29年 

9月に製造販売承認を取得 

販売名：ITテーパーロックⅡ 

製造販売承認番号： 

 22900BZX00314000 

 

 

 



 

5 

(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 

・口腔・顎顔面の解剖学的知識ならびにインプラント治療に関して十分な知識、技能、臨床経験を有する

歯科医師（公益社団法人日本口腔インプラント学会の正会員である約 11,000名の歯科医師を想定）であ

って、提案する歯科用インプラントに関するハンズオンコースの受講等、使用経験のある歯科医師から術

式について指導を受けた者。 

（エンドユーザーは歯牙欠損を有する患者のうち、比較的若年層（40～50代）の患者を想定） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

・日本における市場シェア上位のＡ社及びＢ社の既存ユーザーをメインターゲットに位置付け、上市後 3

年目に両社のフィクスチャ販売本数の 5％を、上市後 5 年目に 10％を獲得することを目標とする。一方、

歯科用インプラントの市場規模全体としては、上市後 3 年目の 2021 年（平成 33 年）は 200 億円、上市

後 5年目の 2023年（平成 35年）が 240億円と想定している。 

 両社を選定した理由としては、 

・顧客 1医院あたりの使用本数が多く、一部の症例・患者に限定した導入であっても、ある程度 

  の数量になる。 

・販売価格が比較的高価であり、コスト面で著しく不利とならない。 

等による。 

 なお、歯科用インプラントをめぐっては 2011 年 12 月の国民生活センターによる治療トラブルに関す

る報道以降、テレビや雑誌において否定的な報道が相次いだことで報道前と比べて 20％以上市場規模が

縮小し未だに回復していないが、公益社団法人日本口腔インプラント学会をはじめとする関連学会が歯

科医師に対しては技術指導を、患者に対しては啓蒙活動を行うことで信頼回復に努めており、市場規模は

横ばいから微増で推移していることから、ターゲット市場規模の算出にあたって現在の値を基準とした

ことについて妥当と考えている。 

 

 

 

歯科機器・用品年鑑 

（ｱｰﾙｱﾝﾄﾞﾃﾞｨ社）による 
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 さらに、国民生活センターによる治療トラブルに関する報道発表では、下表に示すようにインプラント

体のぐらつきや脱落、化膿・炎症や感染症、口内炎、歯肉炎、歯槽膿漏といったインプラント周辺の感染

やインプラント周囲炎によると疑われる症状も示されている。本事業で開発する歯科用インプラントは

これらの症状を防止することが可能であり、否定的な報道によってインプラント治療の受診を避けてい

る患者を呼び戻すことも可能と考えている。 

                    

 

国民生活センター報道発表資料（平成 23年 12月 22日）より 
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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 

①競合企業及び競合商品   

企業名 主な製品名 市場ｼｪｱ・年間販売本数 

ストローマン・ジャパン（株） 
ストローマンインプラント(SLActive)BL 

ストローマンインプラント(SLActive)TL 
17.7％・83,000本 

ﾉｰﾍﾞﾙ・ﾊﾞｲｵｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 
ノーベルアクティブインターナル 

ノーベルテーパードコニカルコネクション 
15.1％・71,000本 

デンツプライシロナ（株） 
オッセオスピード 

アンキロス インプラント 
12.5％・56,850本 

株式会社白鵬 
スプライン ツイスト MP-1  

MTX テーパードスクリューベント 2 
11.0％・51,120本 

京セラ株式会社 
POIEX ファイナタイト 

POIEX ファイナフィックス 
7.5％・41,000本 

  市場シェアは「2016年版歯科機器・用品年鑑」（（株）アールアンドディ）の 2015年度メーカー 

  別出荷数量予測（数量）による。 

 

②市場獲得のための障壁 

 ・既存企業が備える規模の経済性及びブランド力 

  競合企業であるＡ社は、世界 70ヶ国以上に歯科用インプラント及び関連製品を輸出するグローバ

ル企業の日本法人であり、50年にわたる研究開発により、学術的な裏付けとともに製品供給を 

  行っており、そのブランド力は市場獲得のための障壁である。 

 

 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） 

 ・競合製品のユーザーであるとともに、競合企業とパートナーシップを締結する非営利学術組織の 

  フェローでもある歯科医師が、超高齢社会を迎えた日本において、日本の企業と協働して開発を 

  行った製品である。 

 ・競合製品は患者の口腔内環境の変化により表面処理部が露出した場合の問題点を解決できていな 

  いが、当該医療機器はパーツを交換することで口腔内環境の変化への対応が可能である。 

 ・競合製品よりも機械的強度が高く医療材料規格に適合する金属材料を採用している。 

 ・競合製品は上部構造（人工歯）を歯科用セメントでアバットメントに固定、又はアバットメント 

スクリューを用いて締結するのに対し、当該医療機器は人工歯と一体化させたアバットメントを 

テーパーロック嵌合させるため、メインテナンスの際にドライバーでスクリューを何本も外した

後、再装着する手間がなく、専用ツールで容易に取り外しが可能である。また、口腔内でセメント

を使用しないため、余剰セメントによるインプラント周囲炎発症リスクも回避可能である。 

  ・従来の歯科用インプラントはフィクスチャとアバットメントの 2ピースから構成されるが、本事 

業で開発する歯科用インプラントはフィクスチャ部分が 2段階となり、アバットメントを含める 

と 3ピース構造となる。これにより組み合わせパターンが豊富となり、口腔内環境・多様な臨床 

ニーズに合わせた治療計画の立案が可能となる。 

 

（例） 

 

 

 

 

 

提案機器 既存品 

フィクスチャ（１段目）  ４サイズ 

フィクスチャ（２段目）  ４サイズ 

アバットメント      ２サイズ 

フィクスチャ       ４サイズ 

アバットメント      ３サイズ 

組み合わせ数   ４×４×２＝３２ 組み合わせ数     ４×３＝１２ 
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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 

 

 

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（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
市場探索　Ｈ26.9終了
ｺﾝｾﾌﾟﾄ設計　Ｈ27.8終了

試作機開発・改良
【製品名】
2階建インプラント

量産機開発
【製品名】
2階建インプラント
（1段目インプラント）

量産機開発
【製品名】
2階建インプラント
（2段目インプラント）

インプラント埋植手術用
器具の開発及び試作

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

○薬事申請体制づくり
○知財マネジメント体制構築
○知財戦略の検討
○販売チャネルの確保
○アフターサービス体制構築

○広報戦略・実施（学会発表、学会併
設の企業展示への出展、専門雑誌へ
の投稿）
○ユーザートレーニングの実施

○広報戦略・実施（学会発表、学会併
設の企業展示への出展、専門雑誌へ
の投稿）
○ユーザートレーニングの実施

○開発戦略体制整備（人材育成） ○販売計画作成
○販促物（製品カタログ、術式マニュアル、術
式ＤＶＤ等）の作成
○セールススタッフの育成

○販売計画作成
○販促物（製品カタログ、術式マニュアル、
術式ＤＶＤ等）の作成
○広報戦略・実施（学会発表、学会併設の企
業展示への出展、専門雑誌への投稿）
○セールススタッフの育成
○海外薬事に関する調査・検討

○広報戦略・実施（学会発表、学会併
設の企業展示への出展、専門雑誌へ
の投稿）
○ユーザートレーニングの実施

○広報戦略・実施（学会発表、学会併
設の企業展示への出展、専門雑誌へ
の投稿）
○ユーザートレーニングの実施
○海外薬事申請検討

１）１次試作品開発と評価
ⅰ）１次試作品の設計
ⅱ）１次試作品の試作
ⅲ）疲労試験の実施及び評価
ⅳ）模擬骨への埋入試験及び評価
２）ＰＭＤＡとの薬事相談
ⅰ）対面助言準備面談
ⅱ）医療機器開発前相談
ⅲ）医療機器プロトコル相談（性能）
３）動物への埋植試験（使用模擬試験）
ⅰ）ビーグル犬への埋入手術
ⅱ）印象採得・上部構造作製

１）動物への埋植試験（使用模擬試験）
ⅰ）ビーグル犬への埋入手術
ⅱ）印象採得・上部構造作製
ⅲ）上部構造装着・経過観察
ⅳ）解剖標本作製・評価
２）動物への埋植試験（使用模擬試験）
ⅰ）ビーグル犬への埋入手術
ⅱ）試験試料作製・各種トルク値計測
３）PMDA医療機器評価相談（性能）
４）1段目インプラント製造販売承認申請
５）量産試作及び1段目インプラントの量産
６）国際出願の名義変更・出願国指定
７）インプラント埋植手術用器具の開発・試作

１）動物への埋植試験
２）インプラント埋植手術用器具の開発・試作
３）PMDA医療機器評価相談（性能）
４）ガイドサージェリーへの対応
５）2段目インプラント製造販売承認申請
６）国際出願手続
７）ユーザートレーニング
８）海外薬事に関する調査・検討

・より安全・確実に手術を行うための器具の開発・

試作。検証を追加した。

・上市後の普及に不可欠となるＣＴ撮影データに

よるコンピューターシミュレーションからサージカ

ルガイド作製までのサービス提供に向けた体制

及びプロセスの構築を追加した。

・PMDAとの対面助言の実施時期の遅れにともな

い、動物への埋植試験開始が当初よりも遅くなっ

た。

・設計図面において寸法公差の見直しを行ったた

め、2次試作を追加し、疲労試験実施期間を延長

した。

・PMDAとの開発前相談を受け、動物への埋植試

験を追加した。

・市場ニーズに対応するため、1段目インプラント

を先行して薬事承認を行うこととした。

・知財戦略においては、コンソ内で特許権ライセ

ンス契約を締結することとした。

・1段目インプラントの先行上市に伴いインプラン

ト埋植手術用器具の開発及び試作を追加した。

・嵌合評価のため、量産試作期間を延長した。

★

H30.1 先行上市（国内） 1段目インプラント

試作品試作（一次・二次）

疲労試験の実施及び評価

PMDA：全般相談

PMDA：対面助言準備面談

PMDA：医療機器開発前相談

模擬骨への埋入試験及び評価

PMDA：医療機器プロトコル相談（性能）

動物への埋植試験（使用模擬試験）

★
H29.6医療機器製造販売承認申請

（1段目インプラント）

量産試作

PMDA：対面助言準備面談

動物への埋植試験（使用模擬試験）

動物への埋植試験（使用模擬試験）

PMDA：医療機器評価相談（性能）

PMDA：医療機器評価相談（性能）

★H30.12 医療機器製造販売承認申請（2段目インプラント）

★

H31.9 上市（国内） 2段目インプラント

量産

量産量産試作

★
H27.8国際出願

出願国の指定

特許権ライセンス契約締結

量産試作

（先行上市用）

設計（先行上市用）

動物への埋植試験（使用模擬試験）

設計

量産試作

評価

コンピューターシミュレーション・サージカルガイド作製

サービス提供に向けた体制及びプロセスの構築

ユーザートレーニングの実施

特許協力条約（ＰＴＣ）に基づく手続への対応

インプラント埋植手術用器具の知財検討

PMDA：医療機器評価相談（性能）

PMDA：医療機器評価相談（性能）

PMDA：医療機器申請資料確定相談

PMDA：医療機器申請資料確定相談

PMDA：医療機器申請資料確定相談

通常の 2回法の術式として使用することが可能な 1 段目インプラントを先行上市するため、薬事申請を 2 段階に分けて行うことへ変更した。さらに PMDAと

の医療機器開発前相談の結果、動物への埋植試験の試験数は増加することになったものの、臨床試験の回避が見込めることで開発機器の上市が 1 年ほど前

倒しできる見通しであり、平成 30年 1 月・平成 31年 9 月の 2段階に分けて上市を目指すこととした。 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内（非公開） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(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：セット） 
          

通常の 2 回法の術式として使用することが可能な 1段目インプラントを先行上市するため、薬事申請を 2段階

に分けて行うことへ変更した。さらに PMDA との医療機器開発前相談の結果、動物への埋植試験の試験数は増

加することになったものの、臨床試験の回避が見込めることで開発機器の上市が 1 年ほど前倒しできる見通し

であり、平成 30年 1月・平成 31年 9 月の 2 段階に分けて上市を目指すこととした。 

 ② 海外 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(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：セット） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ③ 国内・海外合計（非公開） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(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：セット） 
          

 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

１）投資計画 

  国内薬事承認を取得し上市後、ある程度軌道にのった後（平成 32年頃を想定）に海外輸出に係る 

  投資を計画している。 

２）回収計画 

  本事業の委託費及びその他上記の委託事業終了後の投資計画総額を合算すると、開発にかかる投資 

  金額は約 3億円と考えられる。 

  また、量産開始後に想定される直接原価より割り出した販売金額に対する粗利益額を算出すると、 

  開発投資金額は 12,000セット販売時点で回収できると考えられる。  

非公開 

非公開 



 

10 

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”   

本事業で開発する歯科用インプラントは、既存製品と構造及び術式が異なることから、使用者である歯

科医師がその術式及び使用上の注意について十分に理解することが不可欠であり、そのための「ユーザー

トレーニング」として、ハンズ・オン・セミナーを定期的に開催するほか、オペ見学・症例相談を適宜実

施する。これらのトレーニングは既に上市している本開発製品の先行モデルにおいて実施しており、体制

は構築済である。さらに、コンソーシアム内の医療機関に所属する歯科医師が中心となり学会発表・雑誌

投稿を継続して実施する。また、X 線 CT 装置の普及にともないシミュレーションソフトによる術前診断

及びサージカルガイドの作製、さらには CAD／CAM による補綴物作製が一般化しつつあり、それらに

対応するため、各種シミュレーションソフト会社に対するデータ提供及び歯科技工所との連携体制の構

築も重要と考える。一方、高度管理医療機器である歯科用インプラントの販売には、高度な知識を持ち市

販後フォローまで行えるセールススタッフの育成も必須である。 

以上のことを継続的に実施することが、売れ続けるための仕組みであると考える。 

また、海外市場に対しては、製造販売業者である株式会社プラトンジャパン、製造業者である株式会社

ヨシオカともに、医療機器の品質マネジメントシステムである ISO13485 の認証のほか、欧州医療機器

指令（MDD）に対する適合性認証を取得しており、これらの経験を水平展開しつつ、JETRO 等の支援

を受けながら許認可取得に向けた取り組みを行う一方で、国内での活動と同様、国際誌への論文投稿、海

外での学会発表を行うことが、海外市場への展開を実現する仕組みと考える。 

 

 2) ビジネス体制 

 
  

・物流担当
アイ・ティー株式会社
の顧客

株式会社ﾌﾟﾗﾄﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ
の顧客

上市後のビジネス体制

製販企業
第一種製造販売業[13B1X10081］

（株）プラトンジャパン
• 事業化推進

• 営業戦略立案
• 販促資料作成
• クレーム対応

• 市販後安全管理

PL

代表機関

ゼ
ニ
ス
出
版

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

製造企業
製造業［20BZ000160］

（株）ヨシオカ

• 製造
• 技術の提供

• 量産プロセスの確立

中

医療機関

アイ・ティー・デンタルクリニック

• 臨床エビデンスの構築
• 開発機器の導入・普及
• ユーザートレーニング
• 学会発表・雑誌投稿

• 知財管理

SL

顧客（国内） 顧客（国内）

販売企業
高度管理医療機器等販売業

アイ・ティー株式会社 株
式
会
社
相
和

平成30（2018）年1月時点

歯科技工所
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器評価（性能）相談（2018 年 2 月 27 日@PMDA） 

動物への埋植試験のうち既に終了した 1 試験の妥当性について助言を受け、試験結果から 2 次手術 

時に骨内に設置されたヒーリングキャップは除去可能であり、さらにヒーリングキャップの除去が 

1 段目インプラントのオッセオインテグレーションに影響を与えないとする見解に対して、妥当で 

あるとの回答を得た。 

 

 

 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） 

平成 27年 8月に出願済の国際特許について 

① 追加の効果等の有無及び請求項への追加の必要性 

② 特許請求の範囲及び実施例 

について再確認を行った結果、特に対応すべき事項はないと判断した。 

 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 

伴走コンサル委員のコメントを踏まえ、コンソーシアム内で特許ライセンス契約を締結し、将来的な  

権利の衝突を回避するための予防措置を実施した。 

また、今後、開発・改良を行うインプラント埋植手術用器具についても知財取得の検討を行うことと

した。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

現時点では障害となる他社特許は見当たらず、対応方針は策定していないが、今後、模倣品・侵害者 

が現れた場合には、こちらが侵害している可能性も十分調査の上、対処を行う。 

 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 ビーグル犬への埋植による使用模擬試験を順次進めていく過程で、1 段目インプラントと 2 段目イ 

ンプラントを別々に埋入する術式については、1 段目インプラントを顎骨内に深めに埋入するために 

明視野では作業できないが、盲目下での操作が必ずしも容易ではなく、より安全・確実に操作を行う

ための工夫が不可欠であるとの課題が明確化した。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 薬事申請準備の効率化及び申請後の審査期間の短縮化を図るため、医薬品医療機器総合機構（PMDA） 

 の対面助言（医療機器評価相談（性能））を活用するほか、新たに設けられた相談区分である医療機 

器申請資料確定相談の活用も検討することとした。 

 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 当初、国内の歯科診療所に対する総販売代理店はアイ・ティー（株）が担当することとしていたが、 

 数千件の国内の歯科診療所との取引実績を有する（株）プラトンジャパンが中心となり販売活動を 
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 行うこととした。なお、アイ・ティー（株）も（株）プラトンジャパンのバックアップを受けながら、

自社の顧客に対する販売を行う。また、製品の物流は（株）プラトンジャパンの関連企業である（株）

相和が在庫管理・出荷業務を請け負う形で実施する。 

 これらの体制は本事業における開発品と同様、飯島俊一歯科医師と（株）プラトンジャパンが共同 

 開発し、既に上市されている既存品（販売名：ＩＴインプラント 製造販売承認番号:22600BZX00 

  29400）と同一の体制であり、既存の販売・物流チャネルを活用する。 

 

 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

・アフターサービス体制は既存製品における体制を活用することとし、本事業に係る医療機器の共同 

 開発者である飯島俊一歯科医師の協力のもと、製造販売業者及び販売業者である（株）プラトンジャ

パン、販売業者であるアイ・ティー（株）、さらに製造業者である（株）ヨシオカが連携してアフタ

ーサービス体制を構築する。 

 

・使用教育体制については、安全・安心な歯科インプラント治療を患者に提供するためには、使用者で

ある歯科医師がその術式及び使用上の注意について十分に理解することが不可欠であり、そのため

のユーザートレーニングの場としてのハンズ・オン・セミナーを（株）プラトンジャパンとアイ・テ

ィー（株）が共同して開催する。なお、講師は医療法人社団アイ・ティーの飯島俊一歯科医師が中心

となって担当する。また、ユーザーの求めに応じて、オペ見学・症例相談も適宜実施する。 

 これらは既に上市されている既存品においても実施している。さらに今後、スタディグループの設立

も検討中である。 

 

・市販後のクレームへの対応は、製造販売業者である（株）プラトンジャパンが QMS・GVP に基づき

対応窓口となり、社内手順に従い、内容に応じて（株）ヨシオカ及びアイ・ティー（株）と連携を行

いながら対応する。 

 

 

 QMS 等の品質保証体制 

（株）プラトンジャパンが製販を担い、（株）ヨシオカと連携して品質保証体制を構築する。なお、 

（株）プラトンジャパン・（株）ヨシオカ共に ISO13485：2003 の認証を取得しているが、（株）ヨシ

オカは既に最新版である ISO13485:2016 への移行を終え、（株）プラトンジャパンは平成 30 年 5 月に

移行審査を受審する。 

 

 

 広報・普及計画 

本事業において開発する歯科用インプラントは、35 年間にわたる臨床経験を有し、輸入製品を中心に

これまでに約 29,000 本に及ぶインプラント治療を行ってきた歯科医師が、超高齢社会における長期予

後を目指したインプラント治療を患者に提供するためには従来の歯科用インプラントでは長期予後の

確立に限界があると感じ、みずから製品開発に取り組んだものである。これらの開発の背景とコンセプ

トを学会発表・論文投稿によって継続的に発信していくことが重要であると考えている。その一環とし

て、平成 30 年 4 月にシンポジウムを自主事業として開催することとした。 
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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 

①臨床試験の要否 

 非臨床データのみで有効性・安全性を担保でき

るかどうか。また、その判断を行うため、ビー

グル犬への埋植による使用模擬試験のプロト

コルをどのように設定すべきかの課題がある。 

①PMDAの対面助言（医療機器プロトコル相談）を

活用し、有効性・安全性評価のための試験方法

の適正化を図るとともに、医療機器評価相談

（性能）により試験結果の妥当性について助言

を得る。 

知財 

①PCT 出願、審査のスピードアップによる特許の 

 早期取得  

②事業の継続性・永続性を見据えた知財戦略 

①現在申請中の国際特許出願「DENTAL IMPLANT 

AND SET THEREOF」の出願名義変更手続を行う

とともに、日本、アメリカ、EU 等への移行手続

を行う。   

②法的事項について慎重に精査の上、コンソーシ

アム内で特許権等ライセンス契約の締結を行

う。 

技術 ・

評価 

①製造コストの削減 

②治療術式の確立 

 非臨床試験及び臨床試験のプロトコル・症例数 

 に影響するため、基本となる術式を定める必要

がある。 

③ガイドサージェリーへの対応 

 より安全・確実なインプラント手術を実施する

ためには、CT 撮影データによるコンピュータ

ーシミュレーション、サージカルガイド作製へ

の対応が不可欠である。 

①機械加工以降の工程における治具の改良等に

より、量産化技術の確立を図る。 

②臨床ニーズの提供者である歯科医師とともに

治療術式について検討する。 

③上市までの間に各種シミュレーションソフト

会社に対してデータの提供を行うとともに、歯

科技工所との連携体制を構築する。 

その他

事業化

全般 

①営業・販売体制の強化 

②海外市場対応 

 

①上市までの間に営業担当者を追加採用し、必要

な教育訓練を実施する。 

②輸出対象国の調査、選定を JETRO 等の支援を活

用しながら行うとともに、許認可取得のための

体制づくりを行う。 

 なお、欧州域内を対象国とする場合は、欧州医

療機器指令（MDD）が欧州医療機器規制（MDR）

へ改正されており、その要求事項について情報

収集ならびに対応を検討する必要がある。 
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1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

 平成 29 年度は複数の動物実験（ビーグル犬への埋植による使用模擬試験）を順次行っていき、本事業において開発した機器の既存品との差分にお

ける性能・安全性の評価を実施するとともに、PMDA に対する対面助言（医療機器評価相談）を適宜行い、設計開発の妥当性評価を実施する。 

 また、上記と並行し量産試作に向けた生産プロセスの確立を図り、一部の構成品（1 段目インプラント）については先行して製造販売承認申請を行

い、年度内の承認取得及び先行上市を目指す。 

 

(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 

1 段目インプラント 2 段目インプラント（スレッド・表面処理あり）と組み合わせ、顎骨に埋入する。 

2 段目インプラント 

（スレッド・表面処理あり） 

1 段目インプラントとアバットメントとの中間部分となるパーツで、骨内に埋入される、表面処理が施されたスレ

ッド（ネジ）部を有している。 

2 段目インプラント 

（スレッド・表面処理なし） 

1 段目インプラントとアバットメントとの中間部分となるパーツで、顎骨の吸収等により 2段目インプラント（ス

レッド・表面処理あり）のスレッド部が露出した際に本品を使用するため、表面処理を施したスレッド部は付与して

いない。 

 

(3) 平成 29 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29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動物への埋植試験（同時埋入の使用模擬試験） 

※平成 28年度からの継続試験 

ビーグル犬の下顎骨を抜歯し、3 ヵ月後に予め口腔外で組み合わせ一体

となった 1段目インプラントと 2段目インプラントを埋入し、治癒期間を

おく。12 週間後、アバットメント及び上部構造をセットして 24週目に骨

組織を観察し、1段目インプラントと 2段目インプラントとの締結部が骨

内に存在することによる接合部周囲骨への悪影響がないことの評価を行

う。なお、本試験は既承認品との比較対照試験として実施する。
▶ 

【進捗 100％：○】 

 ビーグル犬 3頭の下顎骨へ 1段目イン

プラント及び 2段目インプラントを同時

に埋入し、その後 12 週の治癒期間を置

いた後、アバットメント及び上部構造の

装着を行い、さらに 24 週間咬合負荷を

与えた後、骨組織の観察のため組織標本

を作製した。 

 骨組織を観察した結果、本開発品と既

承認品との間でオッセオインテグレー

ションの達成状況に有意差は認められ

ず、1 段目インプラントと 2 段目インプ

ラントとの締結部が骨内に存在するこ

とによる接合部周囲骨への悪影響も認

められなかった。 

▶ 

 

 実施した試験結果の妥当

性について助言を得るた

め、PMDA に対して医療機器

評価相談（性能）の申込みに

向け準備を進める。 
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平成 29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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （埋入直後） 

 

 

 

 

 

 

 

（上部構造装着 4週間後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上部構造装着 12 週間後） 

 

②動物への埋植試験（2段階埋入の使用模擬試験） 

ビーグル犬の下顎骨を抜歯し、3 ヵ月後に 1 段目インプラントを深めに

埋入し、ヒーリングキャップを装着した状態で治癒期間をおく。12 週間後、

ヒーリングキャップを除去し、2 段目インプラントの装着を行う。このと

き、本開発品で設定する埋入術式に従い使用した場合に、2 段目インプラ

ントの埋入トルクが 1 段目インプラントとの推奨締結トルク以下であるこ

と及び当該トルク負荷により 1 段目インプラントのオッセオインテグレー

ション（インプラント表面への骨新生による生物学的結合）が破壊されな

▶ 

【進捗 70％：△】 

 本試験は当初 6月に埋植手術を実施し

た際、装着したヒーリングキャップ及び

インプラント窩形成に使用したドリル

の選定ミスにより、ヒーリングキャップ

の装着時に周囲骨との摩擦トルクが上

昇したほか、キャップが正しく嵌合せ

ず、キャップの緩みによる脱落や周囲骨

▶ 

 

引き続き経過観察を行っ

た後、平成 30 年 8月に骨組

織標本を作製し、評価を行

う予定である。 

 なお、本試験を踏まえて、

盲目下での手技を安全・確

実に行うための工夫が不可
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平成 29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 

いことを確認することで、2 次手術時に 2 段目インプラントの埋入トルク

及び 1 段目トルクとの締結トルクが適切に付与できることの評価を行う。 

さらに 12 週間の治癒期間をおいたのち、アバットメント及び上部構造

をセットし、24 週目に骨組織を観察し、1 段目インプラントと 2 段目イン

プラントとの締結部が骨内に存在することによる接合部周囲骨への悪影響

がないことの評価を行うほか、2 段目インプラントの抜去トルクを測定し

オッセオインテグレーションの達成状態の評価を行う。 

 

への応力負荷による骨吸収・インプラン

トの脱落というトラブルが生じたため、

下記③動物への埋植試験（2 段目埋入の

ためのトルク評価）用に手配したビーグ

ル犬に対してあらためて 9月に 1段目イ

ンプラントの埋入を行った。その後、12

週の治癒期間を置いた後、ヒーリングキ

ャップの除去及び 2段目インプラントの

埋入手術を行ったが、1 段目インプラン

トの辺縁部に付着していた新生骨を除

去する器具を用意していなかったこと、

及び骨縁下 5㎜の埋入深度における操作

が困難であったこともあり、2 段目イン

プラントが正しい位置で嵌合できない

ケースが生じているが、実臨床における

使用状況よりも過酷なケースでの周囲

骨の状況について知見を得るため、それ

らについても継続して経過観察を行う

こととし、平成 30 年 2 月にアバットメ

ント及び上部構造のセットを行ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1段目インプラント埋入 4 週後） 

 

 

 

 

欠となった。 
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平成 29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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2段目インプラント埋入直後：右側

が正しい位置で嵌合していない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2段目インプラント埋入 12 週後） 

 

③動物への埋植試験（2段目埋入のためのトルク評価） 

ビーグル犬の下顎骨を抜歯し、3 ヵ月後に 1 段目インプラントを深めに

埋入し、ヒーリングキャップを骨縁下に位置するように装着し治癒期間を

おく。12 週間後、周囲骨ごと取り出し、ヒーリングキャップの除去トルク

を測定する。さらに、1 段目インプラントを正回転・逆回転それぞれの方

向に回転させ、オッセオインテグレーションの破壊トルク及び抜去トルク

を測定する。ヒーリングキャップの除去トルクが 1 段目インプラントの抜

去トルクよりも小さいことを確認することで、2 次手術時に骨内に設置さ

れたヒーリングキャップが抜去可能であることの評価を行う。 

 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 上記②動物への埋植試験（2 段目埋入

の使用模擬試験）に記載のとおり、本試

験のため手配したビーグル犬に対して、

②動物への埋植試験（2 段目埋入の使用

模擬試験）をあらためて実施しており、

試験②として 6 月 21 日に埋植した試料

のうちオッセオインテグレーションが

得られた試料を下顎骨から摘出し、ヒー

リングキャップの除去トルク、オッセオ

インテグレーションの破壊トルク及び 1

▶ 

 

本試験にかかる部分につ

いて製造販売承認申請資料

（添付資料）案を作成し、

PMDA に対して医療機器申請

資料確定相談の申込みを行

う。 
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平成 29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 

 段目インプラントの抜去トルクについ

て 11月 22日に岐阜大学工学部において

トルク測定を実施した。 

 その結果、ヒーリングキャップの除去

トルクは 1段目インプラントの抜去トル

クよりも小さく、2 次手術時に骨内に設

置されたヒーリングキャップは除去可

能であると判断した。 

この試験結果について PMDA に対して医

療機器評価相談（性能）を実施した結果、

試験結果の妥当性が確認された。 

 

 （1 段目インプラント埋入 13 週後） 

④動物への埋植試験（2段目インプラントの抜去模擬試験） 

ビーグル犬の下顎骨を抜歯し、3 ヵ月後に予め口腔外で組み合わせ一体

となった 1 段目インプラントと 2 段目インプラントを両側 2 本ずつ埋入

し、治癒期間をおく。12 週間後、周囲骨ごと取り出した試験試料に対して

骨切削を行い骨欠損状態（2 段目インプラントの一部がインテグレーショ

ンしたままの状態）を再現し、2 段目インプラントの除去トルクを測定す

る。2 段目インプラントの除去トルクが 1 段目インプラントの抜去トルク

よりも小さいことを確認することで、長期間使用後を想定した際に平滑面

のアバットメントに交換できることの評価を行う。 

 

 

 

 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

ビーグル犬 3頭の抜歯後、骨の治癒を

待って 3ヶ月後にインプラントの埋植を

行い、さらに 12 週間後に 2 段目インプ

ラントの除去トルクの測定を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（インプラント埋入直後） 

▶ 

 

前年度に実施した PMDAと

の医療機器プロトコル相談

における指摘事項を踏まえ

て、2段目インプラントを交

換する場合に、推奨する交

換方法を設定するととも

に、その際の注意事項を定

めた上で、試験結果の妥当

性について助言を得るため

の対面助言（医療機器評価

相談）の申し込みを PMDAに

対して行う。  
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平成 29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 

  なお、試験条件は 2 段目インプラント

の周囲骨を全く削らない状態、垂直的に

3mm 又は 5 ㎜削った状態の 3 パターンを

設定し、2 段目インプラントの除去トル

ク値を測定した。  

試験の結果、2 段目インプラントの周囲

骨を全く削らない状態であっても 2段目

インプラントのみを除去できたケース

がある一方で、2 段目インプラントの周

囲骨を垂直的に 5 ㎜削った状態におい

て、1 段目インプラントごと抜けたケー

スもあり、骨質や周囲骨とのオッセオイ

ンテグレーションの達成状況に大きく

依存する結果となった。 

⑤PMDAとの薬事相談 

研究開発を計画的かつ効率的に進めるため、開発品の製造販売承認申請

を担当する株式会社プラトンジャパンが相談の申込者となり、PMDAに対し

て適宜、以下の薬事相談を行う。 

ⅰ）医療機器プロトコル相談（性能）追加相談 

   先に実施したプロトコル相談結果に基づくプロトコル修正部分

の確認を行う。 

ⅱ）対面助言準備面談 

   以降の相談を効率的に進めるため、相談項目の整理を行う。 

ⅲ）医療機器評価相談（性能） 

   性能を示すために実施した非臨床試験結果の妥当性について助 

言を得る。 

▶ 

【進捗 60％：○】 

 既に終了した③動物への埋植試験（2

段目埋入のためのトルク評価）について 

対面助言準備面談を経て平成 30 年 2 月

27 日に医療機器評価相談（性能）を実施

した。その結果、相談者側の見解につい

ては妥当であるとの回答を得た。 

 
 

▶ 

  

 上記①②④それぞれの動

物への埋植試験が終了した

タイミングで医療機器評価

相談（性能）を実施すべく準

備を進めていく。 

 さらに、既に実施した疲

労試験結果等の妥当性につ

いても相談するための資料

をまとめていく。 

⑥一部構成品の製造販売承認申請 

1 段目インプラントについて通常の 2 回法の術式によるインプラントフ

ィクスチャとして先行上市を行うため、株式会社プラトンジャパンが製造

販売承認申請資料を整備し、年度内の承認取得に向けて製造販売承認申請

を行う。 ▶ 

【進捗 100％：○】 

 平成 29年 7月 11日付で製造販売承認

申請を行い PMDAにおける審査を経て、9

月 19 日付で製造販売承認を取得した。 

販売名：ITテーパーロックⅡ 

承認番号：22900BZX00314000 

 これを受けて、製品標準書・医家向添

付文書の作成等、先行上市に向けた準備

を実施した。 

▶ 
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平成 29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 

⑦量産試作品の製作 

株式会社ヨシオカにおいて、量産試作の製作とともに生産プロセスの確

立を行う。あわせて、試作品に対する評価を株式会社プラトンジャパンが

行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 動物への埋植試験の進捗に合わせ埋

植試験用試料及び関連器具の発注、さら

に量産試作品の発注を株式会社ヨシオ

カに対して行い、随時納品された。 

試作品の評価については導入した計測

機器を用いて 1段目インプラントと 2段

目インプラントの嵌合部の寸法測定及

び嵌合表面の平滑性を測定した。これら

の実測値の分布・工程能力の評価をまと

めた上で株式会社ヨシオカへフィード

バックを行い、生産プロセスの確立に向

けて改善策の検討及び改善を行った。ま

た、疲労試験についても追加実施し、デ

ータの蓄積を実施した。 

 

▶ 

 

嵌合部の精度についての

計測・データ蓄積を継続し

て行い、本開発品における

品質管理体制を構築してい

く。 

 

 

⑧国際出願の名義変更 

出願済の国際出願について名義変更を行い、共同出願に変更する。あわ

せて平成 30 年 1月までに出願国の指定を行う。 

▶ 

【進捗 50％：○】 

 6 月伴走コンサルのコメントを踏ま

え、医療法人社団アイ・ティーとの特許

ライセンス契約書（案）を作成、代表機

関（株式会社プラトンジャパン）の顧問

弁護士に内容チェックを依頼、弁護士か

らのアドバイスに基づき一部修正を行

った上で契約を締結した。また、日本、

アメリカ及びヨーロッパ各国を出願国

に指定し、手続を進めている。 

 

▶ 

 

 特許協力条約（PCT）に基

づく権利化のための手続を

進めて行く。 

⑨事業の管理・運営 

代表機関である株式会社プラトンジャパンが事業全体の進捗管理及び事

務管理、事業の運営を主に担当し、分担機関である医療法人社団アイ・テ

ィー アイ・ティー・デンタルクリニック及び株式ヨシオカと連携を図り

ながら、計画的に事業を進めていく。 
▶ 

【進捗 100％：○】 

 株式会社ヨシオカ、医療法人社団ア

イ・ティーアイ・ティー・デンタルクリ

ニックともに本年度内にそれぞれ 7 回、

本事業に関する打合せを実施した。これ

以外にも随時、電話もしくは電子メール

で連絡・調整を行っている。 

 

▶ 
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平成 29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 

⑩販売戦略 

1 段目インプラントについて先行して製造販売承認申請を行い、年度内

の先行上市を目指すことから、これに向けた販促物（カタログ、マニュア

ル、術式 DVD等）の製作を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 1段目インプラント（販売名：IT テー

パーロックⅡ）の製造販売承認取得を受

け、9 月 23 日・24 日に仙台で開催され

た日本口腔インプラント学会学術大会

企業展示において 1段目インプラントも

展示し、販売予告を行った。 

 また、飯島俊一歯科医師が講演を行っ

た同学会のモーニングセミナー会場は

ほぼ満席となり、講演後、多くの先生方

に展示ブースへ足を運んでいただいた。 

 上記のほか、先行上市に向けた製品カ

タログ等の販促物の製作を行った。 

▶ 

 

 本品に関心を持つ、ある

いは導入を検討している歯

科医師に対して開発コンセ

プト及び術式・使用上の注

意について十分に理解して

いただくためのユーザート

レーニングの場として企画

したセミナーについて、参

加募集の活動を行ってい

く。 

 

 

⑪インプラント埋植手術用器具の設計開発及び試作 

 先行して製造販売承認を取得し上市を目指す、1 段目インプラントの埋

植手術に用いる手術器具について株式会社プラトンジャパンが設計開発を

行い、株式会社ヨシオカが試作を行う。あわせて、製品化に向けて製造販

売届出を株式会社プラトンジャパンが行う。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 1 段目インプラント及び 2 段目インプ

ラント（スレッド・表面処理なし）を先

行上市するために必要な手術器具の設

計開発及び試作・検証を進め、平成 30年

1 月に製造販売届出を行うとともに量産

試作を行った。 

▶ 

 

 

 

(4) 29 年度の到達点（総括） 

平成 29 年度の総括としては、一部構成品について先行して製造販売承認申請を行い平成 29 年 9 月に承認を取得し、今後の事業化の足掛りができ

たことが最大の成果である。また、本事業で開発する歯科用インプラントは、1 段目インプラントと 2 段目インプラントを予め口腔外で装着した状態

で埋入する術式と、1 段目インプラントと 2 段目インプラントを別々に埋入する術式を設定しているが、複数の動物実験（ビーグル犬への埋植による

使用模擬試験）を順次進めて行く過程で、前者の術式については特に問題はなく順調に進んでいるものの、後者の術式においては、盲目下での操作が

必ずしも容易ではなく、より安全・確実に操作を行うための工夫が不可欠であることが課題として明確化した。 

なお、開発当初に懸念していた 1 段目インプラントと 2 段目インプラントの接合部が骨内に存在することによる周囲骨への影響については、使用 

模擬試験における経過観察期間のＸ線像からはこれまでのところ異常は認められていない。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 

 
 

  

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○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。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○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。、 △一部
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○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。 △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。 △一部

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 △一部

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。 △一部

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(2) 平成 29 年度委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

伴走コンサルで指摘のあったコンソーシアム内及び関連企業（特に株式会社プラトンジャパン、医療法

人社団アイ・ティー アイ・ティー・デンタルクリニック、アイ・ティー株式会社）における役割分担に

ついては代表機関である株式会社プラトンジャパンが中心となり事業を進めることで明確化しており、

事業体制について特に改善すべき点はない。 

 2) 事業の進め方 

ビーグル犬への埋植試験において、実際の臨床と異なり、口腔内の印象採得によるスタディモデルの作

製、Ｘ線ＣＴ撮影及びシミュレーションソフトによる診査診断が行えなかったこと、あわせて準備すべき

器材の事前確認が不十分であったために臨機応変の対応が困難となり、意図したとおりに埋植できない

ケースが生じてしまったことが反省点である。 

なお、実際の臨床では、口腔内の印象採得によるスタディモデルの作製、Ｘ線ＣＴ撮影及びシミュレー

ションソフトによる診査診断により術前に顎骨の形態や骨密度、歯肉の厚み等の把握が可能であり、安

全・確実な手術が可能である。 

 3) その他 

特になし。 
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(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 

変更なし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

変更なし   

事業化体制  出願済の国際出願について名義変更を行

い、共同出願に変更する。 

医療法人社団アイ・ティーとの特許ライセ

ンス契約を締結した。 

ライセンス契約を締結することにより、将

来的な権利の衝突を回避することが可能で

あるため。 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

 

― 

 研究開発項目に「インプラント埋植手術用

器具の設計開発及び試作」を追加 

（平成 29年 9月 4 日付変更承認） 

先行して上市を目指す構成品の埋入等を

行うための手術器具の製品化に向けた設計

開発及び試作を追加。 

 

(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 平成 27年 8月に出願済の国際特許については出願から既に時間が

経過しているため、下記 2点について検討・確認を行うこと。 

①追加の効果等がある場合、請求項への追加の必要性を検討する。 

②特許請求の範囲、実施例を今一度確認する。 

出願内容について再確認を行った結果、現時点で特に対応すべき

点はない。 

技術・評価 1 段目インプラントと 2 段目インプラントの嵌合部に問題がない

か気がかりである。1段目は海綿骨に、2段目は皮質骨に埋入される

ため、オッセオインテグレーションの維持力に違いがでるのではな

いか。 

1 段目インプラントと 2 段目インプラントの嵌合部についてはこ

れを評価するため動物への埋植試験を進めている。海綿骨に埋入さ

れる 1 段目インプラントについては、より強固なオッセオインテグ

レーションを獲得するため、自社の既存製品に採用している薄膜ハ

イドロキシアパタイトコーティングを施すことも選択肢の一つとし

て検討している。 

1 段目インプラントのオッセオインテグレーションが得られなか

った場合等の対処方法を検討する必要がある。手術が失敗しないた

めの工夫、安全のためのガイドライン（免荷治癒期間の目安等も）策

定する必要がある。 

平成 28 年 11 月 29 日に実施した PMDA との医療機器開発前相談に

おいても「1階部を埋入後に 1階部に問題があった場合の対処方法に

ついて示すこと」と指摘されており、平成 30 年 12 月に予定してい

る製造販売承認申請時までに手術を確実に行うための関連器具の充

実、推奨する使用方法及びトラブル発生時のリカバリー方法の確立

を行う。 

その他事業

化全般 

体系図を作成する等、コンソーシアム内及び関連企業（株式会社プ

ラトンジャパン、株式会社相和、医療法人社団アイ・ティー アイ・

上市後のビジネス体制図のとおり、代表機関である株式会社プラ

トンジャパンが製造販売業者として主体的に戦略を立案し、事業化
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領域 指摘事項 対応 

ティー・デンタルクリニック、アイ・ティー株式会社）の役割分担を

明確にする必要がある。 

推進、営業活動を行うこと、医療法人社団アイ・ティー アイ・ティ

ー・デンタルクリニックは株式会社プラトンジャパンが主催するユ

ーザートレーニングにおける講師を務めるほか、学会発表・雑誌投稿

を通じて事業化をサポートすることを確認している。なお、株式会社

プラトンジャパンの関連企業である株式会社相和は在庫管理をはじ

め物流を担当、アイ・ティー株式会社は販売チャネルの一つとして機

能する。 

 

(5) 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 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 30 年度の事業概要 

平成 30 年度は、2 段目インプラント（スレッド・表面処理あり）の製造販売承認申請を平成 30 年 12 月末までに行うため、実施した非臨床試験結

果の妥当性に関する PMDA との対面助言（医療機器評価相談）を行いながら、申請資料の整備ならびに申請後の審査期間の短縮を目指して行く。 

これと並行し、本事業で開発する歯科用インプラントの埋植手術を安全・確実に行うための関連手術器具の設計開発を行い、治療術式を確立する。 

さらに上市後の普及に不可欠となる CT 撮影データによるコンピューターシミュレーションからサージカルガイド作製までのサービス提供に向け

て、体制及びプロセスの構築を行う。 

 

(2) 平成 30 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①動物への埋植試験（2 段階埋入の 

使用模擬試験） 

 ※平成 29 年度からの継続 

株式会社プラトンジャパン 

アイ・ティー・デンタルクリニック 

平成 29年度に下顎骨を抜歯、12週間後に 1段目インプラントを埋入、ヒーリング

キャップを装着した状態で 12週間の治癒期間をおいた後にヒーリングキャップを除

去し、2 段目インプラントを装着、さらに 12 週間の治癒期間をおいた後に、アバッ

トメント及び上部構造のセットまでを終えたビーグル犬 3 頭について、24 週間の咬

合負荷期間後に骨組織を観察（骨接触率及び骨面積率の計測、炎症性細胞、繊維組

織、骨梁等の状態の評価）し、1 段目インプラントと 2 段目インプラントとの締結部

が骨内に存在することによる接合部周囲骨への悪影響がないことの評価を行う。 

②インプラント埋植手術用器具の設

計開発及び試作 

株式会社プラトンジャパン 

株式会社ヨシオカ 

アイ・ティー・デンタルクリニック 

1 段目インプラントと 2段目インプラント（スレッド・表面処理あり）を別々に埋

入する術式に関し、視野を十分に確保することができない口腔内において、より安

全・確実に作業を行うためのインプラント埋植手術用器具について、株式会社プラト

ンジャパンが設計開発を行い、株式会社ヨシオカが試作を行う。さらにアイ・ティ

ー・デンタルクリニックが試作品に対する評価を口腔内模型で行うことで、治療術式

を確立する。 

③PMDAとの薬事相談 株式会社プラトンジャパン  研究開発を計画的かつ効率的に進めるため、開発品の製造販売承認申請を担当す

る株式会社プラトンジャパンが相談の申込者となり、PMDA に対して適宜、以下の薬

事相談を行う。なお、相談は複数回にわけ、終了した非臨床試験結果の妥当性につい

て助言を得る。 

 ⅰ）対面助言準備面談 

   以降の相談を効率的に進めるため、相談項目の整理を行う。 

 ⅱ）医療機器評価相談（性能） 

  性能を示すために実施した非臨床試験結果の妥当性について助言を得る。 

ⅲ）医療機器申請資料確定相談 

  医療機器評価相談を実施した資料について、申請資料としての充足性の指導 

  及び助言を得る。  
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項目名 実施主体 具体的な内容 

④ガイドサージェリーへの対応 株式会社プラトンジャパン 代表機関である株式会社プラトンジャパンが開設している歯科技工所（プラトン

テクニカルセンター）が中心となり、提携する歯科技工所との連携を図りながら、CT

撮影データによるコンピューターシミュレーション～サージカルガイド作製までの

サービス提供に向けて、体制及びプロセスの構築を行う。なお、サージカルガイドは

歯科医院からの技工指示書に基づき歯科技工物として作製を行い、ドリル等の埋植

手術用器具及びサージカルガイド内部に組み込む金属製のスリーブは一般医療機器

（クラスⅠ）に該当するため製造販売届出により対応する。また、2段目インプラン

トの上市時期（平成 31 年 9 月を予定）にはサービス提供が可能となるよう計画を進

めていく。 

⑤2段目インプラント（スレッド・表

面処理あり）の製造販売承認申請 

株式会社プラトンジャパン 動物への埋植試験において評価を進めている 2 段目インプラント（スレッド・表

面処理あり）について、株式会社プラトンジャパンが製造販売承認申請資料を整備

し、平成 30年 12月末までに製造販売承認申請を行い、平成 31 年 9月の上市を目指

す。 

⑥知財戦略 アイ・ティー・デンタルクリニック 

株式会社プラトンジャパン 

ⅰ）出願済特許への対応 

平成 27 年 8 月に出願済の国際特許について、特許協力条約（PCT）に基づく権利

化のための手続を進めて行く。 

ⅱ）インプラント埋植手術用器具の知財検討 

 開発・改良を行うインプラント埋植手術用器具についての知財取得の検討（先行調

査を含む）を平成 31年 3月までに行う。 

⑦販売戦略 株式会社プラトンジャパン 

アイ・ティー・デンタルクリニック 

先行上市する製品について関心を持つ、あるいは導入を検討している歯科医師に

対して開発コンセプト及び術式・使用上の注意について十分に理解していただくた

め、さらに平成 31年 9 月に上市を目指す 2段目インプラントの潜在顧客の獲得、市

場評価に繋げるためのセミナーを全国 7 箇所で開催する。あわせて販促物（マニュ

アル、術式 DVD 等）の充実を図る。 

⑧事業の管理・運営 株式会社プラトンジャパン 代表機関である株式会社プラトンジャパンが事業全体の進捗管理及び事務管理、

事業の運営を主に担当し、分担機関である医療法人社団アイ・ティー アイ・ティ

ー・デンタルクリニック及び株式会社ヨシオカと連携を図りながら、計画的に事業を

進めていく。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社プラトンジャパン 専務取締役 廣瀬 英一 

〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56番地 鶴川アカデメイアビル 

電話: 042-734-8088 / FAX: 042-737-6708 / E-mail: hirose@platonjapan.co.jp 

 


