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1. 事業の概要 

人工股関節置換術は、股関節疾患に対する効果的な治療法として一般的な治療法であるが、手術後 10

～15 年でインプラントの固定に弛みが生じ、再置換手術に至る問題は未だに解決されてはいない。本開

発品の人工股関節寛骨臼ライナーは、その摺動面に MPC ポリマーがグラフトされており、弛みの原因で

ある摩耗粉の産生を低減し、さらに摩耗粉が誘導する生体反応を抑制するという効果から、再置換手術

に至るリスクの低減が期待される。本事業では、国内で上市し、既に 3 万症例以上の臨床実績がある人

工股関節を改良することで、米国の薬事規制、要求事項および国際規格に適合させ、米国市場へ展開す

ることを目指す。日本発の革新的な技術により耐久性を飛躍的に高めた人工股関節を、世界最大の市場

である米国に展開するという点において、日本発の医療機器のグローバルスタンダード化を推し進め、

売り上げを伸ばすモデル的事業になると期待され、国内外へのその波及力はきわめて高い。 

 

 

 

ナノバイオ工学による日本発のグローバルスタンダード人工股関節の開発・海外展開

生体軟骨と同様の構造を持つ人工股関節Aqualaライナー
京セラ株式会社、八十島プロシード株式会社、国立大学法人東京大学

H28-040

日本発の革新的人工股関節を世界へ

人工股関節の再置換手術を減らす方策が必要

八十島プロシード株式会社の技術と事業展開

 国内外で増え続ける再置換手術数。米国における
再置換術数の年間上昇率は10.8%。

 患者のQOL低下と医療費の増大が大きな問題に。
 ポリエチレンライナーの摩耗で生じる骨溶解によっ
て引き起こされる人工関節の弛みが主な原因。

 独自に開発したPMPC処理技術により、人工股関
節の耐久性（耐摩耗性）向上を実現。

 国内で平成23年に上市以来、症例数3万例以上の
実績。健康寿命の延伸と医療費削減に期待。

 米国の薬事規制、要求事項および国際規格に適
合させ、米国市場への展開を目指す。

Class Ⅱ
（想定）

八十島プロシード（株）が持つポリエチレンの精密加工技術は、
PMPC処理をポリエチレンライナーに適用するために必須の技
術。米国の品質保証システム（QSR）に適合した体制を整備し、
米国向け量産製造ラインの早期構築を目指す。

人工股関節Aqualaライナー

親水性による摩耗粉抑制

平成29（2017）年4月時点

摺動表面に水の薄膜を形成

水の層を介して、摺動面が対向

高い潤滑性を発現

架橋ポリエチレン
ライナー

良好な耐摩耗特性

ＭＰＣポリマー層

ポリエチレン

水の層

骨頭

摺動表面を
PMPC処理

生体軟骨と同様の構造をもつ
水和表面ゲル層を構築

摺動表面に水の薄膜を形成

水の層を介して、摺動面が対向

高い潤滑性を発現

架橋ポリエチレン
ライナー

良好な耐摩耗特性

ＭＰＣポリマー層

ポリエチレン

水の層

骨頭

摺動表面を
PMPC処理

PMPC処理未処理

接触角測定

製品・器具出荷

相談

申請

製販企業
第一種製造販売業[27B1X00139]

京セラ(株)
• 海外市場での事業化
• 海外薬事申請（510(k)申請）
• 米国総販売代理店との提携
• 知財の管理

米国食品医薬品局（FDA）
第三者認証機関等

承認

認証

地方代理店
（米国）

医療機関

国立大学法人
東京大学

• 国内臨床エビデンスの構築
• 海外臨床施設との連携による臨
床評価準備

ものづくり中小企業

八十島プロシード(株)
• ライナーの機械加工
• 米国品質システムQSRを順守した
設計

• 製造および工程管理体制の構築

代表機関

中

発注
SL

PL

医工連携支援アドバイザー
東京大学大学院工学系
研究科マテリアル工学専攻

石原一彦 教授

助言

病院
（米国）

米国販売代理店
・出荷・回収
・製品・器具在庫管理
・在庫補充
・予備器具管理等

委託事業実施体制

平成29（2017）年4月時点
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1.1 事業の目的 

我が国の医療現場では、年間 4 万件以上の人工股関節置換術が行われており、この件数は社会の高齢

化に伴って年々増え続けている。人工股関節置換術は、痛みを取り除き歩行能力を回復させることで患

者の健康寿命の延伸と生活の質（QOL）の改善に大きな役割を果たす優れた治療法である。その一方で、

人工股関節置換術における再置換術の割合は、日本整形外科学会インプラント委員会が 2009 年に行った

調査によると、手術全体の 10％を占めると報告されており、今後、人工股関節置換術数の増加に伴い、

再置換術数はさらに増加すると考えられる。米国においては、再置換術数の年間上昇率は 10.8％とされ

ており、2020 年には 6.6 万件の再置換手術が行われると予測されている。再置換術は一般的に難度が高

い手術であり、長期の入院を要し、また、術後に患者の機能が低下することも多い。したがって、再置

換手術の発生を抑制し、耐久性（耐用年数）を延長することは、患者の健康寿命の延伸と QOL の改善を

達成し、さらに、医療経済の適正化を図るために必要であり、米国を含め、先進国に共通した解決すべ

き重要な課題である。 

再置換術に至る主たる原因として、人工股関節の弛みや反復性の脱臼が挙げられるが、これらは概ね

摺動面に起因している。人工股関節の弛みの主因は、関節面を構成するポリエチレン（PE）が摩擦によ

り摩耗粉を生じ、それらをマクロファージが貪食することで惹起される人工股関節周囲の骨溶解（オス

テオライシス）である。また、近年、人工股関節の脱臼の抑制には骨頭の大径化が有効であることが明

らかとなり、国内外で大径骨頭の使用が進んでいる。一方で、大径骨頭による脱臼の抑制と PE 摩耗粉産

出の抑制はトレードオフの関係にあることから、今後、大径骨頭に起因した PE 摩耗の増加による弛みの

さらなる増加が懸念されている。 

これらを解決するためには、「弛みの原因となる PE 摩耗粉の産出を抑制する」、あるいは「産出した摩

耗粉に対する生体反応を抑制する」という特性を持つ摺動面材料による人工股関節を開発することが必

要である。現在では、関節面を構成する PE にガンマ線や電子ビームを照射して耐摩耗性を向上させた架

橋 PE（CLPE）を各社が提供し、広く使用されるようになっている。一方、本共同体では、生体の関節

軟骨の優れた耐摩耗・潤滑機構に着目し、関節面を構成する材料表面に、生体親和性の高い材料を用い

て生体軟骨と同様の水和表面ゲル層を構築するバイオミメティック（生体模倣）技術を確立することが

できれば、耐摩耗性のさらなる向上と共に人工関節の弛みによる再置換の発生が抑制できると考え、関

節面を構成する CLPE 表面に生体親和性リン脂質ポリマーである 2-メタクリロイルオキシエチルホスホ

リルコリン（MPC）ポリマーによる水和表面ゲル層を構築する技術（PMPC 処理）を確立した。 

本事業では、既に国内で上市済みの前述の技術を反映させた人工股関節を米国仕様に改良することで、

米国の薬事規制、要求事項および国際規格に適合させ、米国市場へ展開することを目指す。本事業で展

開を目指す米国市場は、世界の人工関節市場の約 50％を占めており、約 6,600 億円の市場規模と推定さ

れている。少なくとも今後 10 年間にわたり、その市場規模は増加すると予測されており、2025 年には

約 1 兆 1,000 億円に達すると推計されており、参入する価値のある十分な大きさの市場規模を持ってい

る。米国では、1）日本人よりも米国人の体格が大きいこと、2）初回手術を受ける年齢（平均）が日本

より若いこと、3）活動性が高い傾向があること、から耐久性を飛躍的に高めた人工股関節のメリットは、

国内よりもさらに大きく、社会的意義は極めて高いと考えられる。 

なお、当初計画では、海外市場（対象国：米国）については、平成 31 年 3 月に薬事申請を行い、平成

31 年 12 月に上市を目指すとしていたが、治験が不要となったため、事業化を前倒しで進め、平成 30 年

3 月に 510(k)申請を行い、平成 31 年 3 月の上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：京セラ株式会社 

PL： 山梨 渉（京セラ株式会社） 

SL： 河野 浩之（八十島プロシード株式会社） 

共同体： ①八十島プロシード株式会社 

  ②国立大学法人東京大学 
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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 
寛骨臼ライナーおよびそれを

搭載する人工股関節  
クラス分類 ClassⅡ 

製品名 Initia Aquala Liner 分類名称（一般的名称） 

Hip joint metal/polymer/metal 

semi-constrained 

porous-coated uncemented 

prosthesis 

Hip joint 

metal/ceramic/polymer 

semi-constrained cemented or 

nonporous uncemented 

prosthesis 

対象疾患 
変形性股関節症、関節リウマ

チ、大腿骨頭壊死 
届出／認証／承認 市販前届出（510(k)） 

想定される販売先 米国医療機関 新／改良／後発 （改良・臨床なし） 

使用目的又は効果 人工股関節置換術による疼痛除去、患者の QOLの改善 

薬事申請予定者 京セラ株式会社※ 医療機器製造販売業許可 対象外 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

京セラ株式会社※ 医療機器製造業許可 対象外 

八十島プロシード株式会社 業許可  

 業許可  

※2017年 4月 1日付で京セラメディカル株式会社から事業を承継。 

 

 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 平成 22（2010）年 4月 平成 30（2018）年 7月 

上市時期 平成 23（2011）年 8月 平成 31（2019）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 56億円／年（平成 25（2013）年時点） 6.6億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 338億円／年（平成 25（2013）年時点） 2430億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 16.7％（平成 25（2013）年時点） 0.27％（平成 33（2021）年時点） 

※市場規模は競合品も含めた市場全体の見込み。評価試験完了遅延の見込みに伴い薬事申請時期変更  
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

当該医療機器は全人工股関節置換術に使用される寛骨臼ライナーであり、人工股関節システムの構成

部材の一つである。CLPE を基材とし、その表面に生体親和性リン脂質ポリマーである MPC ポリマーによ

る水和表面ゲル層を構築する技術（PMPC 処理）を応用し、耐摩耗性・潤滑性を向上させた摺動部材であ

る。寛骨臼ライナーは、寛骨臼シェルと組み合わせて骨盤に設置され、大腿骨に埋入されたステムに組

み合わされた骨頭との摺動により、股関節の関節面を形成する。 
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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 

人工股関節置換術を施行している整形外科医を有する米国の医療機関 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

米国の人工関節世界市場に占める割合は約 50％（日本は約 4％）であり、その金額は 1兆円に迫る（エ

スピコム提供 Worldwide Medical Market Forecast to 2020、2014 年）。2014 年に約 38 万例（日本のお

よそ 8倍）の人工股関節手術が行われており、2020年には約 1.3倍の約 51万例に達すると推計されてい

る（Kurtz SM 、J Bone Joint Surg Am、2014年）。 

 また、人工股関節を構成する部品の一つである寛骨臼ライナーにおける従来製品の実勢販売価格（2014

年・平均）は、第 2 世代（架橋処理型）で約 104,280 円（948 ドル）、第 3 世代（抗酸化剤添加型）で約

146,520 円（1,332ドル）（Orthopedic Network News、2015年）であるが、本事業で提案する人工股関節

の寛骨臼ライナーは、従来の第 2 世代、第 3 世代型製品に比べ、付加価値の高い技術を搭載した次世代

（第 4 世代）型製品であるため、高価格での販売が期待できる（現在、第 2 世代、第 3 世代型製品が米

国市場の 95％を占めている）。今回、米国内の販売価格が高い地域としてテキサス州、ジョージア州に集

中して展開するため、人工股関節置換手術 1症例あたりの金額は約 550,000円（5,000ドル、骨頭、ステ

ムを含めた人工股関節を構成するシステム一式）を見込んでおり、上市して 5 年後の H35 年度で 6,000

例の症例、売上金額として 33億円の達成を計画している。 

 

(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 

ジンマーバイオメット、ストライカー、デピューシンセス、スミスアンドネフューの大手 4 社で米国

人工股関節市場の 90％以上を占有している。また、これらの企業が提供する最先端の人工股関節では、

寛骨臼ライナーの基材として、CLPE やセラミックスを採用している機器が多いが、機器全体としてはポ

リエチレン（PE）系材料が市場の約 96％を占めている。 

 

 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） 

 現在、最先端の人工股関節では、架橋 PEやセラミックスへの材料代替により耐摩耗性の向上が図られ

ているが、脆化に伴う破損や関節運動に伴う異常音という新たな合併症の存在が明らかとなっている。

その他、ビタミン Eなどの抗酸化剤を添加した PEの開発が国内外で行われているが、人工股関節の臨床

使用において、PE の酸化劣化が引き起こす合併症の報告はほとんどなく、医療現場の「ニーズ」に乏し

い。 

 これに対し、本事業における寛骨臼ライナーは、日本独自の材料を用いて関節面の摺動部表層の特性

を向上させるという、極めて独創性の高い技術により構成されている。国内の臨床使用における当該ラ

イナーの線摩耗率は 0.002 mm/年であり、現在、一般的に使用されている CLPE の線摩耗率に関する報告

（28 篇の平均：0.042 mm/年）と比較して、約 95％以上の抑制がなされている。また、近年、脱臼の抑

制には骨頭の大径化が有効であることが明らかとなり、国内外で骨頭の大径化が進んでいる。一方で、

骨頭の大径化とライナーの摩耗増大はトレードオフの関係にあることから、今後、摩耗による弛みのさ

らなる増加が懸念されている。これに対し、本事業における寛骨臼ライナーは大径骨頭と組み合わせた

場合でも、PMPC 処理の効果によりその摩耗量が著減するという知見を得ており、この点においても技術

的な優位性がある。米国には、日本標準より遙かに大柄な患者が多く存在する。本事業における人工股

関節はそうした患者に対して無理なく設置できるとともに、長期耐久性が期待できる。さらに、人工股

関節の感染は弛み・脱臼と並ぶ三大合併症の１つであるが、最近では PMPC処理表面では細菌付着・バイ
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オフィルム形成が抑制されるという知見を得ており、感染抑制効果も期待されている。実際に治験症例

68 例では手術後 8年以上経過した現時点でも、感染は 1例も生じていない。 

 

各種ライナーの比較 

製品 
Aquala 

（本事業での開発医療機器） 
CLPE セラミックス 

主な 

供給メーカー 
京セラ 

ジンマーバイオメット、スト

ライカー、他 

ジンマーバイオメット、スト

ライカー、他 

主な基材 ポリエチレン（GUR1020） ポリエチレン（GUR1020、他） 酸化物系セラミックス 

長所 耐摩耗性に非常に優れる 
耐摩耗性に優れる 

臨床使用実績が豊富 

耐摩耗性に非常に優れる 

薄肉化による脱臼の抑制 

短所 米国での臨床使用実績がない 
骨融解の発生リスク 

破損リスクあり 

異常音の発生例あり 

破損リスクあり 

価格*1 $1,332 $948 - 

*1) Orthopedic Network News, Volume 26, Number3, July 2015 
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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 

 

H26（2014）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

試作機開発・改良
【製品名】Aqualaライナー

量産機開発
【製品名】Aqualaライナー

臨床研究

薬事申請

知財対応 米国特許（2件）取得

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特許出願・権利化（国内外）

②米国展開検討

③米国有識者との関係構築

①米国有識者との情報交換

②国際学会での発表

③英文学術雑誌への投稿

①米国有識者との情報交換

②国際学会での発表

③英文学術雑誌への投稿

①米国有識者との関係構築

②国際学会での発表

③英文学術雑誌への投稿

①米国有識者との情報交換

②国際学会での発表

③英文学術雑誌への投稿

①量産試作

②米国FDA510(k)申請後照会事項対応

③手術手技、器具開発

④知財モニタリング

⑤販売戦略検討

⑥米国有識者との情報交換

⑦国際学会での発表

⑧英文学術雑誌への投稿

①米国有識者との情報交換

②国際学会での発表

③英文学術雑誌への投稿

①米国有識者との情報交換

②国際学会での発表

③英文学術雑誌への投稿

①製品仕様検討

②米国向け体制構築

③材料特性評価および製品の機械的特性の評価

④生物学的安全性試験

⑤ライナーの耐久性評価

⑥米国FDA薬事相談

⑦手術手技、器具の検討

⑧知財戦略検討

⑨販売戦略検討

⑩事業の管理・運営

①製品仕様検討

②米国向け工程及びQSR体制構築

③生物学的安全性試験（継続）

④ライナーの耐久性評価（継続）

⑤薬事申請

⑥手術手技、器具開発

⑦知財モニタリング

⑧販売戦略検討

⑨事業の管理・運営

・耐久性試験完了時期遅延（H30/6）・今年度実績に合わせた計画反映 ・耐久性試験完了時期遅延（H30/6）及びFDA事

前相談(2回目)の中止

★ H30.7 510k申請（米国）

★
H31.3 上市（海外：米国）

★
H23.8 上市（国内）

生物学的安全性試験実施

★
H22.4 承認申請（国内）

包装ｼｰﾙﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ試験

滅菌ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ試験

ライナーの試作、製品仕様・手術手技・器具の検討

米国向け体制・工程構築

材料特性評価

機械的特性評価

耐久性評価

米国成立済特許による製品保護の再確認

関連特許モニタリング

米国現地方針と情報交換

AAHKS出展

AAOS出展

FDA相談申請

FDA相談実施

販売計画作成 販売体制の確立

広報戦略作成
AAOS出展 AAOS出展

工作機械のバリデーション

照会事項対応

抜去品調査
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内：上市済み 

 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） 20.83 21.86 22.45 23.70 24.19 25.40 25.82 26.99 27.32 28.46 

 うち委託費           

 うち自己負担 20.83  21.86  22.45  23.70  24.19  25.40  25.82  26.99  27.32  28.46  

売上高（単位：億円） 48.44  50.55  52.21  55.11  56.27  59.08  60.04  62.76  63.53  66.18  

販売数量（単位：個） 8100 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 

 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） 0.71 0.85 0.05 1.14 1.89 2.84 7.33 14.19 21.29 28.38 

 うち委託費 0.66 0.80 0.00 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.05 0.05 1.14 1.89 2.84 7.33 14.19 21.29 28.38 

売上高（単位：億円） － － － 2.64 4.40 6.60 17.05 33.00 49.50 66.00 

販売数量（単位：個） － － － 480 800 1200 3100 6000 9000 12000 

 ③ 国内・海外合計 
 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） 21.54 22.71 22.50 24.84 26.08 28.24 33.15 41.18 48.60 56.84 

 うち委託費 0.66 0.80 0.00        

 うち自己負担 20.88 21.91 22.50 24.84 26.08 28.24 33.15 41.18 48.60 56.84 

売上高（単位：億円） 48.44 50.55 52.21  57.75  60.67  65.68  77.09  95.76  113.03  132.18  

販売数量（単位：個） 8100  8500  9000  9980  10800  11700  14100  17500  21000  24500  
※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

※年度毎の支出額は、国内における平均的な売上総額に対する販管費率（43%）を元に算出した。販管

費の主な内訳としては、手術器具の減価償却費、物流管理費、旅費交通費、人件費等があげられる。 

※米国での治験が不要となり、事業化を当初の計画から前倒しで進めることが可能になったため、海外

薬事申請時期：平成 30年 7月、上市時期：平成 31年 3月をそれぞれ目標時期とした。 
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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”   

国内でのメーカーによる直接販売方式と異なり、米国市場における販売体制はディストリビューター

や Sales Rep（以下、D&R）による販促活動が主流であり、大手メーカーは有力な D&R と専属契約を締結

している場合が多い。また、医療機関との売買契約もメーカーが直接締結しており、D&Rには販売金額に

応じたコミッションが支払われている場合が多い。大手メーカーと専属契約になく、複数のメーカーの

製品を取り扱う D&Rは、他社と差別化出来る新技術や新製品、支払われるコミッション率などの収益性、

もしくは、営業対象となる医師に対するサポート体制（教育体制など）に応じて、販売するメーカーや

製品を選択する場合が多い。医師も同様に、良好な臨床結果が出ている、もしくは、操作性に優れた製

品といった臨床的側面に加え、開発に関わるロイヤリティ契約、技術指導など、直接的な労働に対する

対価が得られるなど、経済的側面を考慮することが多い。 

このため、米国で医療機器の売上を拡大していくためには、米国の商習慣に沿った体制、仕組みの構

築が必要と考えられる。 

1) 医療機器に関する臨床エビデンスの取得を目的とした研究活動の推進とネットワークの構築 

2) 高コミッションによる他社との差別化を達成するため、販促活動の原資を生み出す製造コストの削減 

 

 

 2) ビジネス体制 

 
  

製品・器具出荷

医療機関

国立大学法人
東京大学

• 国内臨床エビデンスの構築
• 海外臨床施設との共同臨床評価
• 海外学会での学会発表

製販企業
第一種製造販売業[27B1X00139]

京セラ(株)
• 八十島プロシードへの発注
• 米国総販売代理店との提携
• 各州地方代理店との契約
• 新たな有力ドクターとの契約
• 知財の管理

地方代理店
（米国）

ものづくり中小企業

八十島プロシード(株)
• 開発品の量産
• 部品の供給
• 米国品質システムQSRの維持

中

発注

平成29（2017）年4月時点

SL

上市後のビジネス体制

PL

ドレクセル大学
術後の製品分析機関

（第三者機関）

共同評価

病院
（米国）

米国販売代理店
・出荷・回収
・製品・器具在庫管理
・在庫補充
・予備器具管理等
・クレーム対応

出荷・回収
納品
回収

手術支援

納品
手術支援

代表機関
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事相談（2017 年 3 月 2 日@FDA） 

28 年度中に実施した FDA との薬事相談（Pre-submission meeting）により米国での治験は不要で

あることを確認することができた。ただし、510(k)申請するための条件として、非臨床試験の充実化

を求められたため、29年度の研究開発計画に反映させ、追加の試験を実施し概ね完了した。最終的に

は、これまでに実施した非臨床試験のデータと合わせて取りまとめ、薬事コンサルタントの助言を得

ながら 510(k)申請を行う計画である。 

 

 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） 

自社の基本特許および応用特許（米国成立済）により、製品が保護されていることを京セラ知財部

が確認した。また、商標「Aquala」が米国において登録されていることを再確認した。米国における

他者特許に抵触するリスクを回避するため、京セラグループの米国現地法人（KII）と連携して選定し

た特許調査会社に依頼して米国特許調査を実施し、製品及び出願済みの特許が米国における他者特許

に抵触しないことを確認した。引き続き米国での特許モニタリングを実施する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 510(k)申請に必要な評価試験、とくに FDA から追加で求められた評価試験の中には、国内でほと

んど実施例がないため、試験方法や結果の解釈に関するノウハウが不足しており、評価期間が大幅

に遅延するリスクがあるものがあった。そのため、新規評価試験の実施にあたっては、事前に予備

試験等を実施することで実行確度の高い試験を計画的に行い、開発期間を最小限に抑える対策をと

った。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

29 年 3 月に実施した FDA との薬事相談で治験不要との見解を得ることができたが、追加で求めら

れた非臨床試験があったので、これらも含めて 29 年度の評価試験計画を再検討・立案し、概ね予定

通り実施完了した。これにより、米国 510(k)申請に必要なエビデンスを着実に収集することができた

と考えている。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

京セラグループの米国現地法人（KII）と販売契約を締結し、本事業で開発中の寛骨臼ライナーと組

合せ可能な人工股関節製品（Initia Hip システム）及び手術器具に関して初期在庫を売却し、2017

年 7 月よりテキサス地区にて臨床使用を開始した。現在まで 5施設 6 名の医師により使用されたが、

製品、器具ともに目立った不具合は発生しておらず、現在は主に、米国における使用サイズ、バリエ

ーションに関してトレンドの確認を実施している。また、同州の医師グループと臨床評価契約を締結

済みである。 

 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及びクレーム処理体制については、先に米国上市済みで本事業開発品と組合

せ可能な人工股関節製品（Initia Hipシステム）について整備しているので、この体制を本開発品上

市時に活用する予定である。また、使用教育体制構築の一環として、米国テキサス地区にて医師 1 名

とコンサルタント契約を締結済みである。引き続き、他の 3名の医師と契約予定である。 
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 QMS 等の品質保証体制 

米国で上市済みの Initia Hip システムについて米国内での品質保証体制を確立済みである。また、

本開発品（アクアラライナー）の機械加工を行う八十島プロシード（株）も、米国の品質保証システ

ム（QSR）に適合した体制を構築した。 

 広報・普及計画 

2018 年 3 月に米国で開催された AAOS にブース出展して整形外科医及び新たな地方代理店候補を対

象とした広告活動を実施すると共に、臨床医主導による研究会を開催して啓蒙活動に努めた。また、

米国販売に向け、日本国内での臨床エビデンス強化のため、Aquala Study セミナーを 30 年 7 月 8 日

に開催することを決定した。さらに、30年 11月に米国で開催される AAHKSにて Aqualaを中心に展示、

販促活動を行う計画である。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①薬事承認取得に必要な評価の見極め 

 

 

 

②摩耗評価方針変更に伴う薬事申請時期への影

響 

①Pre-Submission Meeting の結果、非臨床試験

の充実化を求められたため、評価計画を再検討

して追加実施項目を 29 年度の研究開発計画に

落とし込んだ。 

②開発状況に合わせ、事前準備対応を強化し、エ

ビデンスが揃い次第、極力短期間で薬事申請出

来るよう関連部門の連携を図る。 

知財 

①米国における製品の知財権の保護 

 

②他者特許への抵触回避 

 

 

 

 

 

③他者商標への抵触回避 

①基本特許および応用特許（米国成立済）により、

製品が保護されていることを確認済み。 

②米国特許の関連特許調査を実施。京セラグルー

プの米国現地法人（KII）の知財担当者と連携

して、適切な特許調査会社を複数の候補先から

選定し特許調査実施、調査結果報告書受領済

み。製品及び出願済みの特許が米国における他

者特許に抵触しないことを確認した。 

③商標「Aquala」が米国において登録済みである

ことを再確認した。 

技術 ・

評価 

①模擬歩行試験(継続実施)に代わる新規摩耗評

価試験の実施 

 

 

 

 

②摩耗評価方針変更に伴う新規評価試験追加実

施が開発期間に及ぼす影響(開発期間延長リス

ク) 

①模擬歩行試験の継続実施の代わりに PMPC 処理

層が消磨した状態を模擬した検体で評価を推

進し、実施完了した。摩耗促進条件における模

擬歩行試験を同時並行で進めており、試験条件

を決定するための予備試験を実施した上で本

試験を実施するようにしている。 

②新規評価試験の実施にあたり、事前に予備試験

等を実施することで実行確度の高い試験を計

画的に行い、開発期間を最小限に抑える方策を

取っている。 

その他

事業化

全般 

①販売網の構築 

 

 

 

②京セラブランドの認知度の向上 

 

③製品の認知度の向上 

①当開発品と組み合わせ可能な人工股関節製品

を 2017 年に米国上市済みであり、これをベー

スに、開発ドクターと連携したディストリビュ

ーターネットワークの構築を進めている。 

②全米規模の展示会（AAOS 等）における、積極

的な技術プロモーション活動を実施した。 

③臨床エビデンスの取得を目的とした研究ネッ

トワークの構築を進めている。 
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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、米国での要求事項を満足させるために必要な各種評価試験の実施、エビデンスの取得を継続して行い、前臨床試験データの取得を

完了させる。また、各工程のプロセスバリデーションを行うことで製品製造体制を確立すると共に、米国への出荷を想定した輸送試験を実施し、梱

包・包装形態に対する米国市場への出荷適格性を評価する。28 年度に実施した FDA との Pre-submission meeting において米国での治験は不要とな

ったが、申請するための条件として非臨床データの充実化を求められたので、必要な追加の試験を実施し、これまでに実施した非臨床試験のデータ

と合わせて取りまとめ、薬事コンサルタントの助言を得ながら 510(k)申請を行う。さらに、当人工股関節寛骨臼ライナーの販売・拡販戦略として、

米国臨床施設、医師との連携を進めると共に、京セラグループの現地法人との販売連携体制およびサポート体制の強化を図る。 

 

(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 

Initia Aquala Liner 米国上市済みの Initia Hip システムと組合せ可能なライナー 

 

(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（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製品仕様検討 

・製品展開仕様について包装シールバリデ

ーション評価および滅菌・洗浄バリデーショ

ン評価等の各プロセスバリデーション評価を

実施し、米国薬事申請及び米国上市に対する

製品製造体制を確立する。また米国への出荷

を想定した輸送試験を実施し、梱包・包装形

態に対する米国市場への出荷適格性を評価す

る。 

・「治験なし」で申請するためには、非臨床

データの充実化が必要なため、追加のポリエ

チレン材料特性試験、具体的には圧縮弾性率

測定、ポアソン比測定、およびモフォロジー

観察の計画を立案し、完了させる。 

・PMPC 処理層を保護しながら、寛骨臼コン

ポーネントへ設置するための器具の開発を行

う。具体的には、実際の骨頭と同じ表面性状

を有するトライアルボールを開発・試作する。

手術器具に関連する ASTM 規格について内容

▶ 

【進捗 100％：○】 

・各種プロセスバリデーション(包装・滅菌・洗浄)

を実施し、製品製造体制の構築を完了した。 

・輸送試験について、予定通り実施完了し、梱包・

包装形態について出荷適格性を有することを確認し

た。 

・追加材料特性試験について、計画した試験項目

すべて実施完了し、非臨床データの充実化を図るこ

とができた。 

・専用器具であるヘッドトライアル及び器具ケー

スの試作製作を完了し、試作品に対する設計評価を

実施中。社内設計管理プロセスに則った開発を推進

中である。 

 

▶ 

・これまでに取得した材料特性評価及び機械

特性評価結果を米国での申請資料に確実に落と

し込む。 

・専用器具について評価完了までの一連の開

発を遂行する。 
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平成 29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 

調査の上事業への影響有無について把握し、

必要に応じた対策を講じることで円滑な事業

展開を推進する。 

②米国向け工程及び QSR体制の構築 

・28 年度に委託したコンサルティングの助

言により QSR体制構築を進め、最終的には 29

年 3 月に実施した QSR 模擬監査により QSR 対

応の QMS構築はおおよそ完了した。29年度は、

模擬監査時に受けた指摘について改善対応を

行うと共に、体制の継続的な維持、管理を行

う。 

・製造工程のバリデーション確立が QSRの

必須事項とされている。製品上市時期の見通

しが明らかになってきたことから、29 年度は

米国に上市する実製品の材料、形状を用いて

工作機械のバリデーションを行う。具体的に

は、新規導入予定の工作機械を用いて

IQ(Installation Qualification)、

PQ(Performance Qualification)を実施し、

QSRに対応したバリデーションの下で工程等

の確立を行う。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・28年度はコンサルティング会社と契約を行い、

同社の助言により QSR体制構築を進めた。現状の QMS

と QSR の GAP 分析を実施して、不足している文書や

体制の再確認を行った。2/1～2/2に仙台工場で実地

コンサルを行い、29 年 3 月 21 日～22 日に実施した

QSR 模擬監査により QSR 対応の QMS 構築はおおよそ

完了した。 

・29年度は QSR 体制の維持・管理を継続的に行う

と共に、製造工程のバリデーション確立に向け、7

月に複合旋盤の仕様確定、発注作業を行った。選定

した複合旋盤は、1月 25日に八十島プロシード株式

会社仙台工場に導入完了した。設備自体の IQ及び当

該加工に対してのバリデーション作業を進め、29年

度に完了した。 

▶ 

・28年度の模擬監査時に受けた指摘について

改善対応を行うと共に、体制の継続的な維持、

管理を行う。 

・1月 25日に導入完了した複合旋盤について、

バリデーション確立作業が完了したので、引き

続き QSR に対応したバリデーションの下で工程

全体の確認作業を行い量産試作の準備を進め

る。 

③生物学的安全性試験の実施 

・最新の国際規格および FDA 発行ガイドラ

インを考慮した生物学的安全性評価を、引き

続き実施する。28 年度から継続して実施して

いる長期埋植評価試験を計画通り遂行する。

上述と同様に、FDA より非臨床データの充実

化を求められたため、追加の試験（急性全身

毒性試験）計画を立案し、実施することで、

インプラント製品の生物学的安全性評価を完

了する。また、別アプローチでの溶出試験を

実施し、米国にて行われているリスクアセス

メント手法を把握することで、生体での安全

性の評価の補強を図る。 

・手術器具に対する生物学的安全性評価を

▶ 

【進捗 100％：○】 

・28年度から継続していた長期埋植評価試験を予

定通り終了し、良好な結果で問題なく完了した。 

・FDA より求められた追加試験（急性全身毒性試

験）を実施し、良好な結果で完了した。これにより、

予定した生物学的安全性試験をすべて終了し、良好

な結果で完了した。 

・手術器具に関する生物学的安全性評価について、

既承認品との比較評価によるリスクアセスメントを

実施した結果、生物学的安全性を有することを確認

した。 

▶ 

・これまでに取得した生物学的安全性評価結

果を米国での申請資料に確実に落とし込む。 
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平成 29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 

推進する。インプラント製品同様にリスクア

セスメントにもとづいた評価試験項目の抽出

を行い、米国申請に必要な生物学的安全性評

価を実施する。 

④過酷条件を想定したライナーの耐久性評価 

・上述と同様に、非臨床データの充実化が

必要なため、追加の試験計画を立案し、模擬

歩行試験及び過酷な動作試験（インピンジメ

ント試験）、国内において臨床使用された抜去

ライナーの観察を、継続して実施する。京セ

ラは東京大学と協力して、模擬歩行試験（模

擬歩行回数を 1000 万回まで延長）の継続実施

に加え、摩耗促進条件（表面を粗らした骨頭

との組み合わせ）における模擬歩行試験も実

施する。また、並行して過酷な動作試験（イ

ンピンジメント試験）も実施し、生体内での

使用環境を想定した各種条件でのライナーの

耐久性や摩耗粉産生に関する観察・評価を実

施する。 

・東京大学は、京セラと協力して、LSM、SEM、

TEM、X 線画像解析、酸化度測定等、種々の方

法によりライナーの耐久性や安全性を評価す

る。また、抜去品調査を通じて得られた知見

を元に調査手順を確立し、手順書を整備する。 

▶ 

【進捗 80％：△】 

・模擬歩行試験について、継続実施の代替方法と

して PMPC 処理層が消磨した状態を模擬した検体で

評価を推進し、予定通り実施完了した。 

・摩耗促進条件における模擬歩行試験を同時並行

で進め、試験条件を決定するための予備試験を実施

した上で本試験を実施するようにしている。 

・インピンジメント試験について、試験実施後に

ライナー破損が認められず、過酷な動作にも耐えう

ることを確認。既承認品との比較評価については、

その評価方法を検討中。 

・国内での臨床例の継続的なフォローを実施し、

ライナーの耐久性や安全性に関する評価データを蓄

積している。 

・抜去品調査のためのライナーの前処理方法を検

討し、生体成分の効率的な除去方法を見出した。実

際の抜去品より採取した小試験片に適用し、実用性

を評価している。また、従来方法による抜去品調査

も継続的に実施し、ライナーの耐久性や安全性に関

する評価データを蓄積している。 

▶ 

・模擬歩行試験を計画的に実施し、完了させ

る。 

・インピンジメントに関する評価を適切に実

施し、完了させる。 

・抜去品調査では、継続して計画に沿った実

施ができているが、得られた知見を確実に抜去

品調査手順書に落とし込む検討が必要である。 

⑤薬事申請 

・薬事コンサルタントの助言を得ながら、

取得した各種データを取りまとめて 510(k)申

請の準備を進め、30年 3 月度目標で FDAに申

請する。 
▶ 

【進捗 80％：○】 

・開発計画に合わせ、薬事申請準備を推進中。 

・Pre-submission meeting にて指摘された点を再

確認し、510(k)申請を前提とした早期承認取得を図

るための準備を実施中。 

・2回目の Pre-submission meeting については開

発進捗状況により実施不要とした。 

 

▶ 

・開発計画に合わせ、タイムリーな申請を実

施すべく準備を推進する。 

・契約締結済みの米国コンサルタントおよび

コンサルティング企業の協力を引き続き得るこ

とで薬事申請および薬事戦略上有益なアドバイ

スを取り入れ、早期 510(k)承認を実現すべく申

請内容を検討する。 

⑥PMPC処理ライナーを適切に設置するための

手術手技、器具の検討 

・海外臨床施設、医師の選定・連携を推進

し、模擬手術の実施等により想定した手術手

▶ 

【進捗 80％：○】 

・ライナーを寛骨臼コンポーネントへ設置するため

の専用器具開発を先行して実施し、専用器具及び器

具ケースの試作製作を実施完了。手術手技書の作成

▶ 

・模擬手術の実施推進に加えて、引き続き、

国内での臨床使用経験に関するエビデンス化を

進める。 
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平成 29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 

技および器具の妥当性評価を行う。特に、PMPC

表面処理を搭載したライナーは他に類似する

製品が全くなく、海外の医師にとって初めて

の技術になる。海外臨床施設、医師と連携し

て、Cadaver を用いた模擬手術などを行い、

1)項で試作した器具が臨床において使用でき

ることを確認する。 

等、妥当性確認のための準備を推進中。アドバイス

を頂く米国医師としてテキサス州の医師グループと

米国で臨床使用を開始した製品の臨床評価契約を締

結済み。 

 

⑦知財戦略検討 

・28 年度の簡易的な調査では問題となる特

許は見出されなかった。29年度は、米国の特

許弁護士に知財調査を依頼（1 回）すること

を計画する。調査では関連技術に関する出願

を抽出し、出願された発明内容を分析すると

ともに、製品及び取得済みの特許との関連性

に検討を加える。 

・特許調査の結果、知財戦略上、重要な関

連出願が見出された場合は、その審査経過を

追跡する。自社特許に近い権利として登録さ

れた場合は、専門家（米国特許弁護士）の見

解を得るなど適切な対応を取り、潜在的な知

財リスクの低減化を図る。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・米国における他者特許に抵触するリスクを回避

するため、米国特許の関連特許調査を実施。京セラ

グループの米国現地法人（KII）の知財担当者と連携

して、適切な特許調査会社を複数の候補先から 8 月

に選定し、10 月に調査会社との間で機密保持契約を

締結完了。11～12月で特許調査実施、調査結果報告

書受領済み。製品及び出願済みの特許が米国におけ

る他者特許に抵触しないことを確認した。 

▶ 

・特許調査の結果、関連性の強い特許が見出

されなかったため、調査は一旦終了とするが、

出願特許のウォッチングは継続して行う。 

⑧販売戦略検討 

・28年度は、販売代理店ネットワークの拡

大、KOL（開発ドクター）の速やかな選定およ

び関係強化に本格的に着手した。29 年度は、

テキサス州の代理店（E 社）から KOL 以外の

医師を紹介してもらい、他社との契約状態、

ポテンシャル症例数などの情報を入手し、本

機器の上市を見据えた京セラとの協業に対す

る意思を確認した上で、取引契約を締結する。

また、他エリアにおいては E 社を 1 次取り次

ぎとして少額のコミッションを支払い、親交

のある他州の代理店を紹介してもらい、交渉

を開始する予定である。 

・コンサルタントと販売戦略のコンサルテ

ィング契約を締結し、上市後のスムーズな販

▶ 

【進捗 100％：○】 

・京セラグループの米国現地法人（KII）と販売契

約を締結し、本事業で開発中の寛骨臼ライナーと組

合せ可能な人工股関節製品（Initia Hip システム；

米国認可取得済み）及び手術器具に関して初期在庫

を売却し、7 月よりテキサス地区にて臨床使用を開

始した。現在まで 5 施設 6 名の医師により使用され

たが、製品、器具ともに目立った不具合は発生して

おらず、現在は主に、米国における使用サイズ、バ

リエーションに関してトレンドの確認を実施してい

る。また、同州の医師グループと臨床評価契約を締

結済み。 

・テキサス地区にて医師 1 名とコンサルタント契

約を締結済み。引き続き、他の 3 名の医師と契約予

定。3月に開催される AAOSにて臨床医主導による研

▶ 

・現時点において、計画に沿った実施ができ

ており、特に問題は生じていない。 
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平成 29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 

促に向けた体制構築を進める。 

・継続して、国内での臨床使用経験に関す

るエビデンス化を進める。また、米国におい

て臨床エビデンスの取得を目的とした評価・

研究ネットワークを構築する。さらに、万が

一、生体内で使用された製品が再手術により

取り出された場合、米国の第三者機関（ドレ

クセル大学、委託分析会社）にて、評価・検

証する体制を整える。 

究会を実施した。 

・29年 12月 11 日に東大と合同会議実施。Aquala

ライナーの米国販売予定・スケジュールを共有した。

米国販売に向け、日本国内での臨床エビデンス強化

のため、Aquala Study セミナーを 30 年 7 月 8 日に

開催することを決定。米国においては、30 年 11 月

に開催される AAHKSにて Aquala を中心に展示、販促

活動を行う計画。 

 

⑨事業の管理・運営 

・京セラが主体となって、合同会議の開催

もしくはメール/電話によるヒアリングを、定

期的に実施する。各機関の進捗状況、課題を

把握・共有し、助言、対応方針の協議等を行

うことにより、適切な事業の管理・運営を行

う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・京セラが中心になって、再委託先である八十島

プロシードおよび東大の進捗状況を直接会合あるい

はメール/電話にて確認し、助言等を行うことにより

管理・運営を行っている。 

 

▶ 

・計画に沿った実施ができており、特に問題

は生じていない。 
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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） 

国内で上市済みの独創的・革新的な PMPC処理技術を応用した人工股関節を米国仕様に改良し、米国の

薬事規制、要求事項および国際規格に適合させ、米国市場へ展開するという本事業の目的を達成する目

途をつけることができた。米国市場は世界の人工関節市場の約 50％を占めている世界最大の市場である

ことから、日本発の人工股関節インプラントのグローバルスタンダード化につながるものと期待される。

米国人の体格・ライフスタイルの点から、耐久性を飛躍的に高めた本人工股関節のメリットは国内より

もさらに大きく、社会的意義も極めて高い。当初の事業計画では、平成 31年 3月に薬事申請を行い、平

成 31 年 12 月に上市を目指すとしていたが、米国での治験が不要との回答を FDA との薬事相談で引き出

すことができたため、事業化を前倒しで進め、最新の状況では平成 30年 7月に 510(k)申請を行い、平成

31 年 3月の上市を目指している。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 周到な事前準備により、FDA との薬事相談で「治験不要」の回答を引き出すことができた。 

知財 
米国の特許調査会社に依頼し、製品及び出願済みの特許が米国における他者特許に抵触し

ないことを確認した。 

技術・評価 米国の薬事申請に必要な国際規格に適合した試験・評価を着実に実施することができた。 

その他事業

化全般 

京セラグループの現地法人と販売契約を締結し、上市後の販売体制を整備した（開発中の

寛骨臼ライナーと組み合わせ可能な人工股関節製品及び手術器具は既に 29年度に販売を開始

し臨床使用されている）。 

 

(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 

当初の事業計画では、平成 31年 3月に薬事申請を行い、平成 31年 12月に上市を目指すとしていたが、

周到な準備により米国での治験が不要との回答を FDA との薬事相談で引き出すことができた。これによ

り、29 年度の当初計画では事業化を前倒しで進めることになり、平成 30 年 3 月に 510(k)申請を行い、

平成 31 年中の上市を目指すことになった。これに伴って、本事業は期間を 1 年間短縮して平成 29 年度

で終了することとなった。最新の状況では平成 30 年 7 月に 510(k)申請を行い、平成 31 年 3 月の上市を

目指している。販売体制としては、京セラグループの米国現地法人（KII）と販売契約を締結完了して本

事業で開発中の寛骨臼ライナーと組合せ可能な人工股関節製品及び手術器具を 29 年度より販売開始し、

当該ライナー上市後の販売体制の基礎が構築されている。 
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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。、 △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）。 該当せず
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 該当せず
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。 該当せず

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。 該当せず
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 該当せず

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
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。 該当せず
製品の利用方法が明確になっていますか。 該当せず

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。 該当せず
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。 該当せず

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

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○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。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
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 

今回の事業体制は、10 年以上の長期にわたり、MPC を応用した先端医療デバイスの共同研究開発・実

用化を行ってきた実績を有しており、医工・産学連携チームのメンバー間の情報交換が円滑になされ、

統合的・系統的に開発を進行させることができたと考えている。一方で、途中で研究参加者の追加を行

うなど、当初の目論見を変更する必要性も生じたため、事業計画立案時に、より綿密な検討をするべき

点もあったと考える。 

 

 2) 事業の進め方 

平成 29 年 4 月に京セラメディカルが京セラに吸収統合されることは、平成 28 年度のうちに分かって

いたことではあったが、京セラの契約、経理担当者らの指名が遅れた上に事前摺り合わせが不十分であ

ったため、委託研究開発契約書及び再委託研究開発契約書を締結するまでに長時間を要し、29 年度の実

質的な研究開発スタートが遅れた点は反省点として残った。 

 

 3) その他 

連携する医療機関（大学）の役割を拡大（研究的な要素の排除を緩和）させることができれば、米国

臨床施設、医師の連携や国内臨床エビデンスの拡充をより強力に推進できたと考える。 
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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 

摩耗粉の発生を低減し、かつ発生したとし

ても弛みにくい人工関節 

特に変更なし。  

機器スペック・

ビジネスモデル 

国内で上市済みの独創的・革新的な PMPC

処理技術を応用した人工関節を米国仕様に

改良し、日本発の人工股関節インプラントの

グローバルスタンダード化を目指す。 

特に変更なし。  

事業化体制 「京セラメディカル株式会社」を製販企業

とする。 

「京セラ株式会社」を製販企業とする。八

十島プロシード（株）、東京大学を含めた事

業化体制そのものには変更なし。 

京セラメディカル株式会社の京セラ株式

会社への事業統合（平成 29 年 4月 1日）。 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

薬事申請時期：平成 31年 3 月 薬事申請時期：平成 30年 7 月 FDAとの面談により治験が不要となったた

め前倒し。 

上市時期：平成 31 年 12月 上市時期：平成 31 年 3月 FDAとの面談により治験が不要となったた

め前倒し。 

 

(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 CRO と事前によく打ち合わせを実施し、 米国 FDA との

Pre-submission meeting でのポイントを明確にしておくこと。

Pre-submission meeting では、回答・見解の公式文書を引き出す準

備をしておくこと。 

薬事・研究・開発が協力して Pre-submission meeting の対策準備

を行い、当日も各専門分野の者が複数名参加し、最終的に「治験不

要」との公式見解を引き出すことが出来た。 

有効性はどこまで謳うのか検討すること。 有効性については、vitroの試験まで。米国では、保険事業者ごと

の評価を受けるので、流動的。まずは事業としてスタートすること

を優先することとした。 

国内の不具合情報を確認しておくこと。 国内にて既に 3 万例以上に使用されているが、PMPC による不具合

等は報告されていないことを確認した。 

知財 米国における知的財産保護の定期的な確認をすること。現地の弁

護士（代理人）の見解を得るように準備しておくこと。 

京セラグループの米国現地法人（KII）と連携して米国の特許調査

会社を選定して調査を依頼し、調査結果取得済み。製品及び出願済

みの特許が米国における他者特許に抵触しないことを確認した。今

後も定期的な確認を行う予定。 
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領域 指摘事項 対応 

技術・評価 FDAから通知されているガイドラインを事前に精査しておくこと。

PMPC処理CLPEから産生する摩耗粉の安全性について言及される可能

性が高いのでしっかり準備しておくこと。 

CLPE に関する特性評価および生物学的安全性等最新 FDA ガイドラ

イン内容確認を実施。現在計画している評価項目にてすべてカバー

できていることを確認した。PMPC処理 CLPEからの摩耗粉に関する安

全性については、過去に実施した MPC ホモポリマーに関する生物学

的安全性試験(急性毒性試験)を英訳し、摩耗粉として産出された MPC

ポリマー自体の生物学的安全性を証明するための補強データとして

準備した。 

FDA監査に対する社員教育（インタビューに対するトレーニング）

の準備をしておくこと。 

 

プロジェクトメンバーにより定期的に開催されたミーティングに

おいて、想定される FDA からのインタビューに対するトレーニング

を Brainstorming 的に実施した。回答方針を決定するとともにプロ

ジェクトメンバー間での情報共有を図った。また、関係する社員へ

の教育としての展開計画を策定中である。 

 

その他事業

化全般 

真の競合製品は何になるか分析すること。競合他社の開発計画を

把握すること。 

競合他社の代表はジンマーバイオメットやストライカーであり、

抗酸化性や長期の安定性を謳ったジンマーバイオメットのビタミン

E ポリエチレンはトレンドなので、現行の基材（CLPE）にビタミン E

を添加した製品をいずれ米国に投入するべく国内向けに研究開発中

である。 

複数のケースを想定した販売戦略も考えてほしい。 米国で医療機器の売上を拡大していくためには、米国の商習慣に

沿った体制、仕組みの構築が必要であるため、以下の戦略を立案し

た。 

 

①ディストリビュータ・Sales Repサイドからの拡販戦略（基本戦略） 

Step1： 医療機器に関する臨床エビデンスの取得を目的とした研究

活動の推進とネットワークを構築 

Step2： 高コミッションによる他社との差別化を達成するため、販

促活動の原資を生み出す製造コストの削減 

 

②ドクターサイドからの拡販戦略（中・長期戦略） 

Step1： 京セラ内部における非臨床データの蓄積 

Step2： 臨床医のグルーピング（KOL化）による臨床データの蓄積、 

評価推進 
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領域 指摘事項 対応 

Step3： KOL による積極的な学会報告、採用啓蒙 

 

③他社への OEM 供給 

既に米国内で販売網をもつ他社への技術・部品供給により、Aquala

のブランド認知度を向上させ、マーケティング効果の拡大を図る。 

 

④Group Purchasing Organization (GPO)への販売 

徹底的なコストダウンによる GPO（病院が医療機器等を購入するに

あたって、ベンダーとの価格交渉を有利に進めるために設立した共

同購買組織）を経由した大量販売機会の創出を検討する。 

 

⑤FDA 認証を条件とする第三国への販売 

FDAの認証維持により、薬事障壁が低下する第三国への販売を検討

する。 

 

(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 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

Pre-submission meeting で FDA より要請のあった追加試験（耐久性試験）を問題なく完了させ、これら試験の結果を含めて必要なデータを取り

まとめ、薬事申請資料を作成し、510(k)申請する。申請時期は 30 年 7 月としているが、可能な限りの前倒しを目指す。申請後の照会対応を適切に行

って遅延なく薬事承認を取得し、31 年 3 月度の上市を目指す。並行して、量産試作の準備を進め、承認取得後に遅滞なく量産に入れるよう体制を整

備する。また、KII を通して米国で先行して販売開始している、当開発品と組合せ可能な Initia Hip システムの販売経験から得られた販売戦略・方法

の問題点をフィードバックし、さらなる販売・拡販体制の強化をはかる。広報戦略の一環として、東京大学、米国医療機関との連携を一層強化して

臨床エビデンスを集積し、国際学会等での積極的な展示、発表を行うことにより米国市場への訴求力を高める。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

京セラ株式会社 メディカル事業部 設計開発部 山梨 渉 

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 800 （京セラ株式会社 滋賀野洲工場内） 

電話: 077-518-1313 / FAX: 077-518-0381 / E-mail: wataru.yamanashi.nf@kyocera.jp 


