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1. 事業の概要 

レーザーを用いた積層造形法（Selective Laser Melting）により、下顎形状に適合する三次元形状チタ

ンデバイスを製作し、それに骨結合を可能にする生体活性処理を施した新たなデバイスを開発する。本

開発品により、既存の体内固定用プレートを用いる従来法ではなしえなかった、手術時のプレート成形

と患部への適合調整が不要で、短時間に正確に固定でき、機能性と審美性を兼ね揃えた治療を実現する。 

下顎骨形状に適合し骨結合能を有する新たなレーザー積層造形チタンデバイスの開発・事業化

曲げ加工不要の顎骨再建用固定プレート
大阪冶金興業㈱・大阪医科大学・中部大学・㈱モリタ

H30-035

下顎骨への固定性・適合性が向上したプレート

顎骨再建用固定プレートの課題

大阪冶金興業株式会社：粉末冶金から医療機器へ

 多くの時間をかけて曲げ加工を行う必要がある。
 複雑な形態を有する顔貌の修復が困難である。
 術者の技量により手術の成否に大きな影響が出る。
 術中の曲げ加工による金属強度の低下や咀嚼に

よる破折をきたす。

 手術時のプレート屈曲や適合調整が不要
 曲げ加工による金属疲労がなく強度が上昇
 手術時間の短縮と正確なプレート固定が可能
 術前の顔貌と機能回復を実現

 プレートに骨結合能を付与
 長期にわたるプレート維持が可能

Class Ⅲ
（想定）

金属加工、部品製造を行う大阪冶金興業株式会社が2017年
に第一種医療機器製造販売業を取得し、関連機関と連携し、
医療機器の薬事承認を目指す。

開発プレートイメージ

プレートの骨結合能

2020年3月時点  

相談
申請

販売企業
第⼀種医療器製造販売業

［27B1X00109］
（株）モリタ

(3) 市場調査
(4) 販売戦略

製販企業
第⼀種医療器製造販売業

［28B1X10013］
⼤阪冶⾦興業（株）

(1) 製品開発・評価
・品質管理システム強化

(2) 非臨床試験
・動物試験、安全性試験、安定性試験

(3) 薬事戦略
・先駆け審査・オーファン指定制度申請

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言
承認

研究機関
⼤阪医科⼤学
(2) 非臨床試験

・動物試験
(5) 販売戦略

・論⽂・学会発表

非臨床試験実施機関
・性能評価
・動物埋植試験
・生物学的安全性試験
・安定性試験

代表機関

PL

中

2020年3月時点

SL

補助事業実施体制

研究機関
中部⼤学

(1) 製品開発・評価
・品質管理システム強化

アドバイザー
第⼀種医療機器製造販売業

［27B1X00122］
和⽥精密⻭研（株）
(1) 製品開発・評価

・製品デザイン検討・⽴案⽀援

アドバイザー
京都⼤学

(1) 製品開発・評価
・品質管理システム強化

アドバイザー
岡山⼤学

橋渡し研究支援室
(1) 非臨床試験計画⽀援

当局対応⽀援

外注

助言

助言助言
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1.1 事業の目的 

頭頚部領域において外傷、炎症、腫瘍などの手術により顎骨の欠損が生じた場合、著しい顔貌の変化

や機能障害をきたすため顎骨再建術が施行される。現在行われている顎骨再建術は、体内固定用プレー

トを骨格とし、腓骨や肩甲骨などの血管柄付き筋骨皮弁を移植するものである。この顎骨再建では、骨

格となる体内固定用プレートを顎骨の形態に適合させることが重要となる。現在市販されている体内固

定用プレートは平坦な直線形の形状であるため、これを手術中に適合するように手作業で多くの時間を

かけて曲げ加工を行う必要がある。このため、複雑な形態を有する顔貌の修復が困難であること、作業

時間が長くなり患者負担が大きいこと、体内固定用プレートを複数回屈曲させるため金属強度が低下す

ること、術者の技量が手術の成否に大きく影響すること、などの課題がある。また、顎骨は咀嚼による

継続的な振動と強い負荷が掛かるため、顎骨再建後の患者においては体内固定用プレートの破折や脱離

などの問題も生じている。 

これらの課題を解決するため、体内固定用プレートが患者個々の顎骨形態にしっかりと適合し、手術

時のプレート屈曲と患部への適合調整が不要で、術者を選ばず、強固に骨と結合する製品が望まれてい

る。 

そこで、本事業では、ものづくり中小企業である大阪冶金興業株式会社と、大阪医科大学、中部大学、

株式会社モリタの共同開発として、レーザーを用いた積層造形法（Selective Laser Melting）により、

術前の患者 CT 情報から得た下顎形状に適合する三次元形状チタンプレートを製作し、それに骨結合を可

能にする生体活性処理を施した新たな固定プレートを開発する。 

本開発品を用いることで、手術時のプレート屈曲と患部への適合調整が不要となるため、手術時間の

短縮と正確なプレート固定が可能となり、術前の顔貌と機能回復を実現する顎骨再建が可能となる。ま

た、生体活性処理を施してあるので、固定プレートは顎骨と骨結合し、スクリューによる固定力と相ま

って従来品に比べて高い安定性が維持される。 

 

1.2  事業の実施体制 
代表機関：大阪冶金興業株式会社 

PL： 北垣 壽（大阪冶金興業株式会社） 

SL： 植野 高章（大阪医科大学） 

共同体： ①学校法人大阪医科薬科大学 大阪医科大学 

  ②学校法人中部大学 

  ③株式会社モリタ 

  



 

3 

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 顎骨再建プレート（仮） 分類名称（一般的名称） 
体内固定用プレート 

患者適合型体内固定用プレート 

対象疾患 顎骨疾患 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 総合病院、大学病院 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

本品は下顎骨の補強、修復及び再建術等に使用する製品である。カスタムメイド品につい

ては、医師が定型品では十分な治療効果が得られない、または定型品を使用した場合に比

べ大きな治療効果が得られると判断した場合に使用することができる。 

薬事申請予定者 大阪冶金興業株式会社 医療機器製造販売業許可 28BIX10012 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

大阪冶金興業株式会社 医療機器製造業許可 28BZ200121 

和田精密歯研株式会社 業許可 27B1X00122 

 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、欧州、アジア 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
非公開 非公開 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

顎骨再建用固定プレートは次の特徴を有することを目標としている。 

(1) 下顎骨の形状を患部切除前の形状に修復できる形状を有することで、術前の顔貌や機能を再現できるこ

と。 

(2) 下顎骨底部を含む骨体部に適合する形状を有し、離断した下顎骨の整復を容易にすること。 

(3) CT 画像情報を基に下顎骨に適合する固定プレートの形状を設計し、予め積層造形法により造形しておく

ことにより、術中に固定プレートの曲げ加工等を不要にすること。 

(4) 固定プレートの下顎骨に接触する部分には、生体活性処理が施されており、骨と固定プレートの結合力

が強化されること（スクリューの固定力のみに依存しない⇒長期安定化）。また、外側面は滑らかな表

面である。 

 

上記の特徴を持つ固定プレートは、形状の類型化が可能な部位（骨体部）に適用するものと、それができな

い他の部位に適用するものに分けることができる。ここでは、前者を定型体内固定プレート、後者を患者適合

型（カスタムメイド）体内固定プレートと呼んでいる。 

これらの固定プレートは下顎再建に用いられている既存の体内固定プレート（穴あき平板状）と同等の純チ

タン製である。 

既存の体内固定プレートとの差異点は上記の特徴や下記の項目なので、「改良型」、「治験無し」の範疇で開

発を進める。（2018 年 11 月 28 日 PMDA 対面助言での助言参照） 

 

(a) 定型体内固定プレート 

比較的容易な曲げ加工で適合できる部位（CAT 分類における「BODY」）に適合するプレートで、定型固定プ

レート群から患者の骨切除部に合わせてプレートを適宜選択することができる。プレート面を下顎面に適合さ

せるための少量の曲げ加工が容易に実現可能な形状になっている。 
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(b) 患者適合型（カスタムメイド）体内固定プレート 

患者の顔貌に適合するような体内固定プレートで、CAT 分類における「A」「T」「TT」「AT」「ATT」「ATTA」に

適用する。その形状情報は患部周辺の CT 画像を基にするため、出来上がった固定プレートは治療する下顎患

部の周辺の形状に一致することから、術中曲げ等の所作が不要な状態で切除部の形状も補填できる。 

 

《開発品の概観》 

 
          定型品の概観             

 
 
 
 
 

 

 

 

 

《CAT 分類による欠損分類とプレート》 

既存症例の分析結果から、骨体部のみを含む部分（BODY）、下顎角のみを含む部分（A）、オトガイのみを含

む部分（T）、2 箇所のオトガイを含む部分（TT）、1 箇所の下顎角と 1 箇所のオトガイを含む部分（AT）、１箇

所の下顎角と 2 箇所のオトガイを含む部分（ATT）、2 箇所の下顎角と 2 箇所のオトガイを含む部分（ATTA）の

合計７分類に切除部が存在する症例を対象にすることとした。 

 

        
 

 
カスタムメイド品の概観例 

AT 
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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 

・一次ユーザーである歯科医師は、手術操作の簡略化と手術負担の軽減ができる。 

・二次ユーザーである患者は、手術時間の軽減による低侵襲の手術と、早期に摂食可能で咀嚼に影響

が少ない手術を享受できるメリットがある。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

日本口腔外科学会が行った歯科で顎骨再建を施行している、全国 213 施設を対象とした報告では、単

年症例数は、人工材料を用いた顎骨再建術が 235 症例、自家骨を用いた顎骨再建術が 244 症例、大型の

有茎（筋）皮弁を用いた再建術が 216 症例、自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付）が 566 症例

（計 1,261 症例）である。ほぼ全例に体内固定用プレートが使用されており、現状の体内固定用プレー

トの保険償還価格が 61,400 円（固定用内副子）であることから 77,425 千円の市場規模である。 

本開発品は定型品およびカスタムメイド品であるが、定型品が普及したのち、カスタムメイド品に置

き換わっていくことが想定される。最終的にほとんどの症例に対してカスタムメイド品が適用された場

合、カスタムメイド品の償還価格は 785,000 円（2018 年時点/カスタムメイド人工骨（S））であること

から、市場規模は約 10 億円と推定される。 

また、定型品については、上記再建術の一部に加え、骨折、小範囲顎骨腫瘍切除等に対するニーズが

見込まれ、上記市場規模以外への市場拡大が期待される。 

カスタムメイド品の価格は従来使用している体内固定用プレートと比較し高額（61,400 円→785,000

円）となるが、本開発品の使用により手術回数の減少やそれに伴う入院日数の減少により、1 症例当た

り 955,520 円の医療費削減効果が見込めるため、本開発品への移行をスムーズに行うことができると考

えている。 

また、本開発品は歯科での使用を想定しているが、市場規模を医科へ伸ばすことによりさらなる市場

規模の拡大が予想される。 
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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 

これまで販売されている体内固定用プレートでは、直線型の平板形状であり手術時に顎骨に適合する

ように屈曲操作が必要である。このため手術操作の延長による患者負担が増大することや術者の力量に

より手術結果が大きく左右される。また、屈曲操作により金属疲労が生じ耐久性が低下し、体内固定用

プレートの破折など術後の長期成績に悪影響を及ぼすことが難点として挙げられる。 

適合性の面では、金属疲労の低減を目的として、一部を解剖学的形状に設計したプレートが販売され

ているが、屈曲操作は発生する。 

 

 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） 

競合機器との差別化ポイントを下記に示す。 

分類 定型体内固定プレート 
患者適合型（カスタムメイド）

体内固定プレート 

 提案機器 1 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 提案機器 2 競合機器 

メーカー 大阪冶金興

業株式会社 

A 社 B 社 C 社 大阪冶金興業

株式会社 

D 社 

概要 顎骨再建時

に顎骨と移

植骨の接合

に用いる 

顎骨再建時

に顎骨と移

植骨の接合

に用いる 

顎骨再建時

に顎骨と移

植骨の接合

に用いる 

顎骨再建時

に顎骨と移

植骨の接合

に用いる 

顎骨再建時に

顎骨と移植骨

の接合に用い

る 

顎骨再建時に

顎骨と移植骨

の接合に用い

る 

型式 体内固定用

プレート 

体内固定用

プレート 

体内固定用

プレート 

体内固定用

プレート 

カスタムメイ

ド人工骨（S） 

カスタムメイ

ド人工骨（S） 

特徴 既成の形状で

あり、骨と結

合。顎表面形状

に合わせるた

めの術中部分

曲げを要する。 

既成の形状で

あり、術中に屈

曲操作が必要

で骨との結合

はない 

既成の形状で

あり、術中に屈

曲操作が必要

で骨との結合

はない 

既成の形状で

あり、術中に屈

曲操作が必要

で骨との結合

はない 

カスタムメイ

ドにより形状

を付与。術中の

屈曲操作は不

要で骨と結合 

術前の屈曲操作

によりカスタム

メイド形状を付

与するプレート 

国内市場規

模 

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

国内シェア 

海外市場規

模 

海外シェア 

売価 

保 険 償 還 

点数 

クラス分類 
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【製品の形状、製造】 

本開発品は、レーザー光を熱源にする積層造形法（Selective Laser Melting：SLM 法）によって三次

元造形をしているので、現状の体内固定用プレートの課題（上記(3)-1）に記載）を解決することが可能

になり、以下の得失を有する。 

① 製造法：積層造形には電子ビームを熱源にする EBM 法とレーザーを熱源にする SLM 法があるが、

SLM 法は表面形態を微細に造形することが可能であるため、骨と接触する側の表面形態を制御でき

るメリットがある。 

② プレートの種類：プレートは骨体部に適用する定型体内固定プレートと骨体部以外の部分に適用す

る患者適合型（カスタムメイド）体内固定プレートの 2 種類がある。それぞれのメリットは以下の

ごとくである。 

≪定型型≫ 

下顎骨の形状調査の結果から、プレート幅、プレート長さを決めたもので、断面形状を「L」状に

することにより、プレート部と下顎底の両面で固定できる。使用前のプレート部は平板状に近いが、

下顎面形状に適合するように部分的な曲げが可能なようになっている。 

≪患者適合型≫ 

・固定プレートの手術前成形が省略され、手術時間は短縮し、患者負担は減少する。 

・術者の経験や力量を問わない安定した治療成績が得られる。 

・屈曲操作が不要なため、曲げによるチタン金属の耐久性低下がなく、長期成績が向上する。 

③ 骨とプレートの固定：競合品におけるプレートと骨との固定はスクリュー固定のみである。この方

法では、繰り返される咀嚼による振動でスクリューの緩みが生じ、プレートが外れる原因になって

いるとの指摘もされている。本開発品は、骨と接触する部分に生体活性処理を施し、プレートに骨

結合能を付加することで、骨とプレートを強固に結合させることができる。この生体活性化と骨新

生能は従来の製品には見られない。 

④ 特許： 2018 年度に本開発品に関わる国内特許を出願し、2019 年度には PCT 出願を行っており、

基本的な知財確保を進めている。 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

2018 年度 

・下顎骨の形態調査結果を用いて固定プレートの基本設計を進め、設計から製造までの大枠を決定 

・切除域を想定した、定型型プレートおよびカスタムメイド型プレートの基本設計 

・積層造形によるプレートの試作を行い、製造条件や原材料管理条件等の基礎データを獲得 

・生体活性処理設備及び研磨装置の導入など、試作品の製造体制を整備 

・薬事戦略；PMDA、厚生労働省への相談と助言 

・知財戦略；製品に関する国内特許を出願 

・販売戦略；市場調査を実施し、また、研究成果の学会報告等の広報促進・情報収集活動を推進 

 2019 年度 

  ・下顎骨モデルの構築、プレートの変形・強度解析により定型プレートの基本仕様決定 

・積層造形材を用いた生体活性処理性能評価、小動物による骨結合力の評価 

・安全性に関して、生物学的安全性評価の実施および機械的安全性の検証 

・受注～製造～納品のルート設定と企業間の分担・役割の設定 

・製造技術による製品品質の改善策の検証 

  ・薬事戦略；PMDA、厚生労働省への相談と助言 

・知財戦略；PCT 出願を実施 

・販売戦略；市場調査先の拡大と研究成果の学会報告等の広報促進・情報収集活動のさらなる推進 

 2020 年度 

  ・カスタムメイド品の機械的安全性の検証と製品仕様の決定 

  ・プレート製造技術の確立 

・薬事戦略；カスタムメイド品の PMDA 相談を実施し薬事承認申請の準備および定型品の薬事申請 

・販売戦略；市場調査先の拡大と販売チャネル確保。研究成果の学会報告等の広報促進・情報収集活 

動の推進 

2021 年度 

・カスタムメイド品の薬事申請 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：）           

 ② 海外 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：）           

 ③ 国内・海外合計 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：）           

 

保険点数 
価格は、特定保険医療材料名称：カスタムメイド人工骨（S）の価格 785,000 円と同一と設定した。従

来の体内固定用プレートと比較し高価ではあるが、本開発品の導入により、2 回の入院・手術が必要であ

ったものが 1 回の入院・手術で行えるため、手術やこれに関わる入院費用が減少し、1 症例当たり 95,552
点の医療費削減効果が見込めることより、製品の価格以上の費用削減効果が得られることが期待できる。 
原価 

・製造費：積層造形費用、滅菌、包装、管理コストを試算して設定。 
・外注・委託費：カスタムメイドにより設計コストを試算。 

販売数 
癌治療を行う歯科施設は 216 施設で 1,261 症例である。上市 1 年目は 216 施設（1,261 症例）、3 年目

は医科施設約 520 施設への展開を計画し、それぞれのシェアを設定して算出した。 
 
  

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” 

体内固定用プレートは 30 年以上使用されている製品であり、ユーザーである歯科医師にとって体内固

定用プレートは屈曲操作を要するとの既成概念が強く、カスタムメイドで製作するとの認識が低いこと

が懸念される。 

これに対しては、本開発品に賛同している医療機関等と医薬品・医療機器の新規承認の当局への申請

実績を有する関係学会（日本口腔外科学会、日本口腔科学会）への働きかけを積極的に行う。また学会

発表、論文を通じてカスタムメイドの有用性を口腔外科歯科医師に働きかける。 

本開発品のうち、カスタムメイド型は個々の症例に応じた造形で、大量生産とはならないため、供給

が不足することは考えにくい。一方で受注生産となる本開発定型品では販路の確保が重要である。 

これに対しては、当該分野に販売実績を有する株式会社モリタがコンソーシアムのメンバーとして、

販路確保と販売・流通の役割を担い、これまでのネットワークを利用して市場への供給を行う。 

 

 2) ビジネス体制 

顧客
（国内）

2020年3月時点

上市後のビジネス体制

研究機関
⼤阪医科⼤学

・論⽂・学会発表
・開発品の普及

研究機関
中部⼤学
・論⽂・学会発表
・開発品の普及

製品設計企業
第⼀種医療機器製造販売業

［27B1X00122］
和⽥精密⻭研（株）

・製品開発・評価
・製品デザイン検討・⽴案⽀援

アドバイザー
岡山⼤学

橋渡し研究支援室
・論⽂・学会発表
・開発品の普及

販売企業
第⼀種医療器製造販売業

［27B1X00109］
（株）モリタ

・品質管理システムの実施
・歩留改善

全国⼤学附属病院
地域基幹病院
・本品の普及

製販企業
第⼀種医療機器造販売業

［28B1X10013］
⼤阪冶⾦興業（株）

・製品化・事業化
・薬事フォロー
・市販後調査の実施
・販売・安全情報管理
・アフターサービス

中

PL

SL

代表機関

アドバイザー
京都⼤学

・論⽂・学会発表
・開発品の普及
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器戦略相談（2019 年 6 月＠PMDA） 

設計/適合性の管理項目、生物学的安全性、機械的安全性に関する助言を受けた。 

 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） 

2018 年 8 月に開発品に関わる特許出願済。2019 年 8 月に PCT 出願し、2020 年 2 月に国際公開

済み。 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

ISO14971 に基づくリスクマネジメントを推進中。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集  

2019 年度に機械的安全性試験を実施した。 

2019 年度に生物学的安全性試験を実施した。 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

既存プレートとカスタムプレートにおいて、設計から販売までのルートを設定した。 

 広報・普及計画 

学会での発表等、啓発活動を推進中。 
 

 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 償還価格における生体活性処理に対する加

算申請の実現性確認 

①チャレンジ申請を前提とした厚生労働省への

相談 

知財 

① PCT 出願 

② 海外特許対象地域の決定 

③ 意匠登録、及び周辺特許の出願 

① 手続き実施 

② 海外薬事に関する情報収集 

③ 関係者間で協議 

技 術 ・

評価 

① 機械的安全性の確保 

 

② 生物学的安全性の確保 

③ デザイン・ラインナップの確立 

④ 生体活性処理条件の確立 

① 試験片形状の確定 

機械的安全性試験の実施 

② 生物学的安全性試験の実施 

③ 定型品のベンディングを含めた仕様見直し 

④ 各種試験、検証の実施 

その他

事業化

全般 

① 販売予測数量の妥当性 

② 製造販売までの詳細手順の確立 

（カスタムメイド品の受発注～納品の流れ） 

・窓口を一本化してデータ修正等を行い、医療機

関（先生方）の混乱を防ぐ流れを確立する 

・医療機関とのやり取りに使用するソフトウェア

の選定が必要 

③ 各種費用確定 

① 市場調査の実施 

② 3 企業間及び定例会議で協議 

③ ②確定後に協議 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

プレートの強度解析及び設計法確立とその検証、混酸-加熱処理の均一性評価、同処理材の骨結合力評価を推進し定型品及びカスタマイズ品の形状

を確定する。また、品質仕様を備えた試作品の機械的安全性試験を行い、製品仕様案に反映する。PMDA 助言を基に生物学的安全性の試験内容を決

め、安全性試験を行う。知財面では既出願特許の PCT 出願、意匠登録、周辺特許出願を行い、薬事面では一般的名称の確定、償還価格の妥当性を示

す。販売関連では医科領域市場調査の実施、償還価格等を勘案した販売数量の予測と事業性の検討を行うとともに、販売体制の検討、関連学会での

啓発活動を継続し、販売チャネルを確保する。さらに事業化リスク低減活動・再評価を実施する。 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

顎骨プレート（定型①） CAT 分類より選択した１分類について定型プレートを設計、試作する。 

顎骨プレート（定型②） 定型①と同分類の別デザインを設計、試作する。 

顎骨プレート（カスタムメイド①） CAT 分類より選択した１分類についてカスタムメイドプレートを設計、試作する。 

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 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製品開発・評価 

1) 固定デバイスの基本設計 

(大阪冶金興業) 

大阪医科大学主体で、症例・医師からの情報

収集、ワーストケースの検討、解析（①3）

による評価を実施し、それぞれの CAT 分類に

対してカスタマイズ方法を検討し、製品仕様

案を決定する。また、定型品の仕様を決定す

る。 

(大阪医科大学) 

2018年度に過去4年間における下顎骨再建

15症例をもとにCAT分類を用いた分類分けを

行い、TAAT 間の 7 分類をカスタムメイド症例

とした。それぞれの CAT 分類に対して、カス

タマイズ方法を臨床面より検討し、関係者で

▶ 

【進捗 97％：○】 

1) 固定デバイスの基本設計 

 <定型品> 

・プレート最大範囲/顎骨欠損モデルに基づいて

BODY 領域の定型プレート（案）を作成した。 

・定型品のサイズバリエーション、骨欠損範囲、ス

クリュー固定位置等の設計方針を設定した。 

・定型品の仕様案を作成し、後述の数値解析、曲げ

試験による検証を経て、形状寸法を決定した。 

・相同モデルの平均形状に適合する定型プレート

が、平均形状より外れた顎骨モデル（石膏製）へ

の適合性を調査した結果、平均的形状のプレート

では隙間が発生し、「プレートの微小曲げが必要」

が判明した。 

・プレートの手曲げを試行し、曲げの専用道具が必

▶ 

 

1)固定デバイスの基本設計 

・疲労試験の再試験に基づく定型品の仕様再確

認 

・定型品の曲げ加工許容範囲の設定 
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2019 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 

製品仕様案を決定する。また、定型品の仕様

を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要との結論に至った。 

・強度解析 3)項の結果、プレート厚さ、スクリュー

本数を決定した。 

・プレートと下顎の骨結合有無によるプレートおよ

びスクリューの発生応力を数値解析した結果、骨

結合により発生応力は半減した。骨結合ありは長

期寿命に効果があることが期待された。 

・以上より、定型プレートの形状寸法を決めた。 

・定型品の仕様案に基づくプレートを SLM により

作製し、曲げ試験および疲労試験を実施（後述）。 

・カスタムプレートの最大範囲をデータ上で作成

し、試作造形後、最大範囲を決定した。 

・カスタム品の例題として CAT 分類の AT および

ATT のプレートを基本設計した。 

・数値解析により、開発した AT 間欠損用カスタム

品は既存品に比べて下顎角部の応力が顕著に低

くなり、折損低減に効果的と予想された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 下顎形状のデータベース化 

(大阪冶金興業) 

下顎形状の設計、及びデータ精度向上のた

め、下顎形状のデータ解析による欠損部下顎

形状の決定とデータベースの拡充を大阪医

科大学主体で行う。 

(大阪医科大学) 

2018 年度に実施した健常人の下顎骨デー

タの相同モデル化情報を基に年齢差や腫瘍 

の範囲など個別対応できるように分析を行

い、下顎形状の設計、及びデータ精度向上の

ため、下顎形状のデータ解析による欠損部下

▶ 

2) 下顎形状のデータベース化 

・定型プレートのデザインを決定するために、日本

人健常者の CT データより、下顎骨のデータベー

スを作成した。全てのデータは、統一したポリゴ

ン数の下で相同モデル化した。 

・ソフトウェアは、mHBM(産業技術総合研究所)お

よび HBM-Rugle((株)メディックエンジニアリン

グ)を使用した。 

・相同モデルより、CAT 分類の BODY 部の長さがわか

った。定型品で対応できる BODY 部の欠損を決め、

プレート全長を決めた。 

・以上の結果より、CAT 分類の BODY 部に対応する

▶ 

2) 下顎形状のデータベース化 

・下顎形状の決定とデータベース拡充 

・データベースの主成分分析による下顎骨形態

のばらつき把握と定型モデルの更新 
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2019 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 

顎形状の決定とデータベースの拡充を行う。 

 

3) 力学特性評価モデル／数値解析 

(大阪冶金興業) 

下顎骨モデルを用いたプレートの強度解

析を中部大学主体で実施し、カスタム設計へ

反映する。また、定型品については、大阪冶

金主体で強度解析を実施し、形状の最適化を

行う。 

(大阪医科大学) 

力学特性評価に必要な形状、設定及び臨床 

的情報を提供する。 

(中部大学） 

下顎骨モデルを用いた定型品、カスタム品

の強度解析を実施し、設計へ反映する。また、

この手法を用いて実症例の評価を行う。 

定型プレートの諸元を決めた。 

 

3) 力学特性評価モデル／数値解析 

・相同モデル平均形状に、既報文献を参考にして筋

力・拘束を付与した下顎骨解析モデルを構築し、

解析ソフトMechanical Finderを用いて前歯に咬

合力を作用させた場合のプレートの変形・応力を

解析した。 

・プレートと下顎との骨結合有無モデルによる数値

解析によりプレートおよびスクリューの発生応

力が骨結合により著しく減少し、長寿命化が予想

された。一方、骨結合が進行中の状態を想定し、

骨結合なしでも使用可能なスクリュー径、プレー

ト厚さを決めた。 

・切除範囲 AT に対して、既存品と開発品の応力を

数値解析により比較し、開発品の方が強度的に優

位である結果を得た。 

 

 

3) 力学特性評価モデル／数値解析 

・各種仕様カスタムメイドプレートの数値解析 

 

4) CT画像を用いたデバイス設計法開発 

(大阪冶金興業) 

2018 年度に抽出したカスタム品の設計手

順の課題の解決、管理項目の整理を実施す

る。また、シミュレーションした欠損部下顎

骨形態の精度について検証する。 

(大阪医科大学) 

2018 年度に抽出した設計手順の課題の解

決、管理項目の整理を大阪冶金興業と連携し

て実施する。また、シミュレーションした欠

損部下顎骨形態の精度誤差について検証す

る。 

▶ 

4) CT 画像を用いたデバイス設計法開発 

・大阪医大、和田精密、大阪冶金間で設計に関する

打合せを行い、設計方法（使用ソフト含む）及び

それぞれの役割を明確にした。 

・実症例をモデルにして、患部の特定、デバイスの 

 設計、手術シミュレーション、積層造形の発注～

製造を模擬的に行い、所要時間の確認、課題抽出

を行った。納品までの全時間の短縮、患者データ

の匿名化などの課題が抽出された。 

 

▶ 

4)CT 画像を用いたデバイス設計法開発 

・実症例を参考にして、カスタムプレートの作

製必要日数の短縮 

・調査症例数の増加による欠損部の形態・寸法

予測の精度の向上 

 

5) 混酸-加熱処理材の骨結合力評価 ▶ ・5) 混酸-加熱処理材の骨結合力評価 ▶ 5) 混酸-加熱処理材の骨結合力評価 
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2019 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 

(大阪冶金興業) 

混酸-加熱処理材の骨結合力評価用試験片

を造形し、中部大学に提供する。また、埋入

後の強度試験を大阪冶金のオートグラフを

用いて大阪医科大学主体で実施する。（定型/

カスタム共通） 

確定した実験手法に従い、小動物に試験片

の埋入を行う。埋入後、1、4、8、12 週で摘

出しオートグラフを用いた強度試験を行う。

また、骨とチタンとの組織学的検討も併せて

行う。 

 (中部大学) 

混酸-加熱処理材の骨結合力評価のため、

評価用試験片（混酸-加熱処理材）を作製す

る。 

 

（試験片準備：大阪冶金、中部大） 

・試験片の造形（大阪冶金）、混酸加熱処理（中部

大学）を施し、皮膚側面の研磨およびγ線滅菌(大

阪冶金)を行い、小動物実験に供した。 

（埋植、引き抜き試験：大阪医大、大阪冶金） 

・大阪医大で小動物に埋植し、所定の埋植期間後に

引き抜き試験を行い、骨結合力を得た。 

・混酸加熱処理群が無処理群と比較し、早期かつ強

固に骨と結合していることが明らかとなった。 

（組織学的観察：大阪医大） 

・引き剥がした試験片から組織学的検討用の非脱灰

研磨標本を作製し、組織観察を行った。混酸加熱

処理材は無処理材よりも早期に骨結合していた。 

（界面調査：中部大） 

・引き剥がした試験片で、無処理材埋植 1 週、4 週

のスクリュー穴周辺に骨形成が見られた。混酸加

熱処理試料では、穴周辺に加えて穴から離れた場

所でも骨形成が多く見られた。 

・混酸加熱処理材では埋植期間の増加とともに表面

に付着する骨量が増加した。また、いずれの試料

においても骨組織は不完全溶融層の凹部を埋め

るように成長した。 

・蒸気滅菌利用時の骨結合力評価（組織学的観

察、長期間埋植試験片の界面観察、等） 

・造形機の変更による表面品質変化に伴う骨結

合力の再評価（組織学的観察、長期間埋植試

験片の界面観察、等） 

7) 生体活性の均一性確認 

(大阪冶金興業) 

生体活性の均一性評価用試験片を造形し、

中部大学に提供する。 

（定型/カスタム共通） 

 (中部大学) 

各種形状、寸法プレートへの処理の均一

性、混酸加熱処理後のアパタイト形成の均一

▶ 

7) 生体活性の均一性確認 

・作製した均一性評価試験用定型プレート及びカス

タムプレート試料（大阪冶金製作）に、中部大に

て混酸加熱処理を施した。いずれの試料も濃い褐

色を呈し、色むらは見られなかった。 

・これらを擬似体液に 7 日間浸漬した後、定型プレ

ート（8 箇所）、カスタムプレート（39 箇所）に

ついて電子顕微鏡観察した。いずれの観察箇所に

▶ 

 

骨形成に関わる遺伝子の発現調査 
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2019 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 

性、混酸加熱処理後のタンパク吸着の均一性

を評価する。 

・最大寸法のＪ形状及び平板プレートに混酸 

加熱処理を施す。処理を施した 3 種類の試

料それぞれの骨接触面側について表面形

態、表面の化学組成、表面粗さを計測し、

基準試料と比較することにより評価する。 

・上記で対象としたプレートを混酸加熱処理

後、擬似体液に 3 日間及び 7 日間浸漬し、

アパタイト形成を SEM 観察する。各評価箇

所におけるアパタイトの表面被覆率から

混酸加熱処理の均一性を評価する。 

・混酸加熱処理後の試料のアルブミンなどの

吸着量及び均一性を吸光度法により評価

する。 

・混酸加熱処理した製品の生体活性能、安全

性を裏付ける免疫細胞及び骨芽細胞の分化

能についての細胞評価試験を開始する。 

おいてもアパタイトの被覆率は 100％であり、試

料全面で均一な高いアパタイト形成能を有する

ことを確認した。擬似体液浸漬 3 日間の試料につ

いても同様の結果を得た。 

・混酸加熱処理を施した SLM 製 Ti を用いた細胞分

化に関する細胞試験から、処理後の試料は、未処

理試料に比べて培養 7日に ALP 活性（早期骨形成

マーカー）を有意に促進し、さらに、培養 21 日

後にアリザリンレッド染色（後期骨形成マーカ

ー）において有意に高い吸光度を示した。 

・混酸加熱処理を施すことにより細胞の増殖性を 

損なうことなく分化を促進することが判明した。 

・タンパク吸着の評価法について、ゼータ電位測定、

蛍光タンパク修飾、吸光度測定、原子間力顕微鏡

観察、X 線光電子分光分析から均一性評価に適し

た評価法を検討中。詳細は次年度に実施する予

定。 

8) 生物学的安全性試験 

(大阪冶金興業) 

PMDA の対面助言結果に基づき、生物学的安

全性の担保方法、並びに実施試験項目を再検

討して作成したプロトコルを PMDA 相談で確

認した後、安全性試験を実施する。 

(中部大学) 

本品と既承認品の組成及び溶出イオンを

グロー放電発光分光分析（GD-OES）などによ

り比較する。また、既承認品のデータと比較

しにくい元素については、これを含む試薬を

様々な濃度で添加した培地及び試料からの

▶ 

8) 生物学的安全性試験 

・PMDA 対面助言で試験内容を再確認し、助言に従い、

以下の試験を実施した。 

・市販の顎骨埋め込み型人工歯根 3種の表面を調べ

た。市販人工歯根表面に数 µｍの凹凸が存在し、

それらは開発品の混酸処理を施したチタン金属

板の凹凸形状と同等であった。 

・大阪冶金／中部大の討議により溶出試験条件を決

定し、中部大にてICP-OESによる前試験を行った。

その結果、混酸加熱処理を施した SLM 製 Ti から

溶出するイオン量はアルカリ加熱処理(既承認処

理法)を施した SLM 製 Ti、混酸処理を施した鍛錬

▶ 
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2019 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 

抽出液を用いて ISO 10993-1 に準じた細胞試

験を行うことにより、本品と既承認品の細胞

毒性に差異がないことを示す。 

 

材の Ti、3 種類の市販人工歯根の溶出イオン量と

同等以下であることが判明した。 

・高精度の溶出試験においても、溶出イオンは市販

人工歯根と同等であった。 

9) 機械的安全性試験 

(大阪冶金興業) 

想定する工程で作製した試験片（試作品）

の機械的安全性試験を行い、数値解析、及び

既承認品との比較評価を実施する。また、定

型品に対する機械的安全性試験を実施する。 

 
▶ 

9) 機械的安全性試験 

・JIS 規格による機械的安全性評価のために、定型

品の諸元(上記 2)項)を持つプレート試験片形状、

試験内容を決定した。 

・既存プレート、定型品の混酸加熱処理ありおよび

なし材の曲げ試験を実施した結果、定型品は既存

品よりも高い曲げ強度であった。 

・疲労試験において、定型品は市販品よりも高い荷

重‐繰返し数曲線を示したが、プレートの頬側研

磨面に造形時の欠陥が存在する場合は寿命(繰返

し数)が低下した。欠陥のない試料による疲労試

験が必要である。 

▶ 

9) 機械的安全性試験 

・形状の異なるカスタムメイドプレートの曲げ

強度試験 

・定型プレートの疲労強度再確認試験 

 

10) リスクマネジメント 

(大阪冶金興業) 

2018 年度に抽出したリスク項目のうちリ

スクが高い項目について、リスク低減、及び

再評価を実施する。 

昨年実施したカスタム品に対するリスク抽

出を参考に定型品に対するリスク抽出を実

施し、リスク低減、及び再評価を実施する。 

▶ 

10)リスクマネジメント 

・以前実施したカスタムメイドに関するリスク抽出

を受け、リスク低減活動を実施中。 

・定型品に関するリスク抽出を実施した。 

・定型品、カスタムメイド品ともにリスク低減策の

内容及び実施期限を確定させた。 

▶ 

 

リスク低減策の実施および再評価 

②薬事戦略 

1) 薬事相談 

(大阪冶金興業) 

2018 年度に引き続き、PMDA 対面助言によ

るアドバイスを受ける。2019 年度は、以下の

ことを実施する。 

▶ 

【進捗 90％：○】 

1) 薬事相談 

・4 月に事前面談、6 月に対面助言を実施し、薬事

申請における安全性試験方法他について相談し、

「機械的安全性試験/生物学的安全性試験/ワー

ストケースの考え方について当初の考え方で問

▶ 

 

安全性試験の結果に基づく、申請に関わる相談 
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・6 月までに PMDA の対面助言を得て、一般的

名称及び薬事的要求事項を確定する。 

・6 月までに保険収載に必要なエビデンスの

確認と具体的な見通しを得る。 

・8 月までに安全性試験プロトコルに関する

相談を実施し、年度後半に製品全体に係る

相談を行う。 

(大阪医科大学) 

臨床面からのアドバイスを行う。実施内容

は大阪冶金興業と重複するため省略。 

 (中部大学) 

中部大学では、主に生体活性処理を含めた

生物学的安全に関する助言を行う。実施内容

は大阪冶金興業と重複するため省略。 

 (モリタ) 

モリタでは、主に保険収載について助言を

行う。実施内容は大阪冶金興業と重複するた

め省略。 

題ない」との助言を得た。 

・厚生労働省への相談の結果、一般的名称、特定保

健医療材料名称を設定した。 

・7/8 に厚労省に相談し、加算申請するために必要

な事項の助言を得た。 

 

③知財戦略 

1) 戦略検討 

(大阪冶金興業・大阪医科大学) 

意匠登録の出願、及び周辺特許出願につい

て検討する。 

(中部大学) 

意匠登録の出願、及び周辺特許出願につい

て表面処理の観点から検討する。 

 

2) 出願準備・出願 

(大阪冶金興業) 

大阪冶金興業、大阪医科大学、中部大学に

▶ 

【進捗 90％：○】 

1) 戦略検討 

・出願の知恵だし検討を行ったが、現時点では出願 

できるレベルにはまとまっていない。 

 

 

 

 

 

2) 出願準備・出願 

・弁理士を交え会議を行い、特許内容の補充、及び

PCT 出願の方針を確認した。 

▶ 

1) 戦略検討 

意匠登録及び周辺特許の出願 

 

 

 

 

 

 

 

2) 出願準備・出願 

各国移行に向けて検討 
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よる PCT 出願のため、弁理士を交えて会合、

PCT 出願の準備を行い、大阪医科大学より出

願を行う。 

(大阪医科大学) 

大阪冶金興業、中部大学と連携し、大阪医

科大学による PCT 出願の準備、出願を行う。 

(中部大学) 

大阪冶金興業、大阪医科大学と連携し、中

部大学による PCT 出願の準備、出願に協力す

る。 

・期限内に PCT 出願が完了した。 

 国際出願番号：PCT/JP2019/030631 

・国際出願補正に関する対応打合せ   

⇒国際調査機関の見解に対して補正および予備審 

査請求は不要と判断した。 

④製造・サービス戦略 

1) 体制構築 

(大阪冶金興業) 

機械的安全性評価、及び生物学的安全性評

価を実施するため導入した設備を使用して、

造形した試験片への研磨処理、生体活性処理

を実施し、製造工程・条件を確定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 製造技術開発 

（大阪冶金興業） 

製品仕様案の設定に必要な製造技術関連

の仕様(材質、寸法精度、強度、表面粗さ等)

を決定する。また、①で決定した条件下で積

▶ 

【進捗 100％：○】 

1) 体制構築 

ⅰ)生体活性処理について 

・QMS 上の設備管理項目を検討し、IQ/OQ の実施を

完了した。 

・生体活性処理用備品を購入し、処理を実施してア

パタイトの形成能付与を確認した。 

ⅱ)遠心バレル研磨について 

・稼働確認後、研磨試験を実施し、標準条件を設定

した。 

ⅲ）設備導入 

包装材料、洗浄装置、パーティクルカウンターお

よびシーラー機について、機種ごとに仕様決定を行

い、2020 年 2 月までに納品され、使用可能であるこ

とを確認した。 

 

2) 製造技術開発 

・積層造形に関する特性評価を以下の事項について

評価を継続実施した。 

・造形条件(機種の差含む)の選定により造形物表面

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)製造技術開発 

・不完全溶融層を減らしたことによる、研磨へ

の効果確認 

・均一な研磨のための研磨条件の選定 

・研磨メディアの残存防止 
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2019 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 

層造形-研磨処理-混酸・加熱処理の工程で作

製した試験片、及びプレートの評価を実施す

る。さらに製品の洗浄-出荷を想定して、洗

浄-滅菌パック化を試験的に行い、製品の安

全性担保が可能なことを検証する。 

また、積層造形に使用する粉末の使用回数

に関する評価結果を基に原材料の管理指標

として活用する。 

 

の不完全溶融層を小さくできた。 

・遠心バレルによる研磨で不完全溶融層を除去でき

ることを確認したが、研磨残り、研磨メディアの

残存が認められた。 

・プレートの骨側を造形したままの状態に維持する

ためのマスキング方法を確認できた。 

・造形時のサポート条件の選定、造形後の応力除去

の実施により、定型品は CAD データから目標の公

差で造形することができた。 

・同一粉末を用いて複数回の造形を実施。造形後の

粉末、造形物の酸素成分、造形物の機械的性質は

規格値内であった。 

・カスタムメイド品に適用できるマスキング方

法 

・大型カスタムメイド品の変形防止策 

 

 

 

 

 

⑤販売戦略 

1) 市場調査 

(大阪冶金興業) 

2018 年度に実施した市場調査と同等の調査

を、医科領域を対象として㈱モリタで実施す

る。その結果を用いて販売予測数量、及び開

発コンセプトの妥当性をモリタ主体で検証

する。 

（大阪医科大学） 

臨床医の立場で開発インプラントの推奨

使用例をアドバイスし、市場調査に協力す

る。市場調査結果及び開発インプラントの種

類、適用部位、償還価格等を勘案して、販売

予測数量の妥当性検証にアドバイスする。 

（モリタ） 

2018 年度に実施した市場調査と同等の調

査を、医科領域を対象として実施する。定型

品とカスタム品のそれぞれについて調査を

▶ 

【進捗 100％：○】 

1) 市場調査 

・二次調査について、アンケート調査、面談調査の

項目を検討し、調査項目のたたき台を作成した。 

・調査項目、面談への立ち合いについて調査専門会

社と相談した。 

・流通ルートを確定してから市場調査を行うことと

した。 

・ヒアリングにより、既存の患者適合型プレートを

使用している施設は少数であるが、開発中の患者

適合型プレートを説明したところ、使用希望が多

く出た。定型プレートでは症例に合わせて形態修

正が必要との意見。 

・専用インスツルメントの準備、術中のプレートの

修正等、術者の負担を軽減することが術者にとっ

ても有用であることが判明した。 

 

 

▶ 

 

1) 市場調査 

・調査（面談）の追加実施 
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2019 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 

行う。その結果及び開発インプラントの種

類、適用部位、償還価格等を勘案して、販売

予測数量の妥当性を検証する。 

 

2) 体制構築・チャネルの確保 

(大阪冶金興業) 

2018 年度に実施した販売体制の検討をモ

リタ主体で継続して実施する。また、関係者

の協議に基づき、カスタム品の設計－製造－

販売の詳細手順／役割、及び定型品の製造-

販売手順／役割を明確にする。 

（モリタ） 

2018 年度に実施した販売体制の検討を継

続して実施し、定例会議で進捗報告を行う。

定型品とカスタム品のそれぞれの販売体制

について検討する 

 

3) 関連学会での啓発活動・KOL 情報提供 

（大阪冶金興業） 

引き続き、啓発活動、KOL への情報提供を

行う。また学会での発表また論文投稿等を行

う。 

引き続き、啓発活動、KOL への情報提供を

行う。また学会での発表また論文投稿等を行

う。 

 

 

 

 

 

2) 体制構築・チャネルの確保 

・大阪冶金、和田精密、モリタで体制・チャネルに

ついて、三者会議を定期的に開催した。 

・定型プレートとカスタムプレートの販売チャネル

の構築を行った。 

・定型プレートは既存プレートの販売手順に従うこ

ととし、カスタムプレートは、設計を担当する企

業と医療機関、大阪冶金での手順を設定した。 

 

 

 

 

 

3) 関連学会での啓発活動・KOL 情報提供 

学会発表は、2019 年 6 月～2020 年 1 月で、国内 

13 件（12 学会及びシンポジウム）、海外 2 件 実施。

主な発表事例を示す。 

・6/8 日本塑性加工学会：招待講演（同志社大学京

田辺キャンパス）（大阪医大/中野、井上） 

・8/24 硬組織再生物学会（北海道） 

・9/10 the 30th Annual Conference of the European 

Society for Biomaterials 学会（ドイツ） 

・10/26 口腔外科学会（北海道） 

・11/25 日本バイオマテリアル学会大会 

・11/30～12・1 日本顎顔面インプラント学会総会・ 

学術大会 

 

 

 

 

2) 体制構築・チャネルの確保 

・受注、発注、製造、納品の役割再検討と販売

体制の明確化 

・データの送受信方法、適合性の確認方法、ユ

ーザーによる滅菌等についての検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）関連学会での啓発活動・KOL 情報提供 

・学会での発表また論文投稿等を行う。 
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2019 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 

・KOL に対して手術症例を提示し、高評価を得た。 

⑥プロジェクト管理 

1) プロジェクト管理 

（大阪冶金興業） 

定期的な補助事業チーム内のミーティン

グ、伴走コンサルティングにより、プロジェ

クトの進捗管理を行う。また、他機関との連

携事項を確認するとともに、自社主導の開発

項目の進捗管理を行う。 

最終報告に向けた実施内容の共有・整理 

（大阪医科大学） 

実施内容は大阪冶金興業と重複するため

省略。 

 (中部大学) 

実施内容は大阪冶金興業と重複するため

省略。 

（モリタ） 

実施内容は大阪冶金興業と重複するため

省略。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1) プロジェクト管理 

・4/25、5/16、6/20、7/18、8/22、9/26、10/18、

11/29、12/17、1/24、2/17、3/24 に定例会議を開

催し、開発課題テーマの進捗状況を各担当から報

告、コンソーシアム内の情報交換、及び推進課題

の共有化を図った。 

・9/5、11/5、2/28 伴走コンサルにて、進捗状況を

報告し、委員の先生方よりアドバイスを受けた。 
▶ 

1）プロジェクト管理 

報告会の定期的開催による情報共有及び連

携強化 
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(4) 2019 年度の到達点（総括） 

 

1) 固定プレートの適用範囲を設定し、CAT 分類の BODY 部に適用する定型プレート、その他の部分に適用するカスタムメイドプレートの基本設

計を行った。機械的安全性に関しては、プレートの強度解析、顎骨形状調査を参考に定型プレートの形状・寸法諸元を設定し、その仕様により

積層造形したチタン製定型プレートの曲げ試験を行った。曲げ強度は既存品より高強度であった。これらの結果を参考にして、定型プレートお

よびカスタムメイドプレートの仕様案を作成した。 

2) 混酸加熱処理チタンの、処理の均一性評価から全面表面にアパタイト形成能があること、および小動物を用いた同処理チタンの骨結合力の経時

的変化を調べ、骨結合力が優位に高いことを明らかにした。さらに、PMDA の助言を基に同処理材の生物学的安全性の試験内容を決め、既存

品および混酸加熱処理した SLM-Ti 材のイオン溶出量を調査した結果、溶出量は既存品と同等以下であることを確認した。 

3) 製造技術関連では、試作品の性能確認に必要な機器類が稼働しだした。また、プレートの積層造形時の変形や品質変動を抑える指針を得た。さ

らにリスク低減活動・再評価を実施した。 

4) 知財面では既出願特許の PCT 出願を行ったが、意匠登録、周辺特許出願については未達である。薬事面では PMDA および厚労省との相談によ

り一般的名称および償還価格はそれぞれ適切である旨の回答を得た。 

5) 販売関連では医科領域市場調査の実施、販売体制の検討、関連学会での啓発活動を継続し、販売チャネルを確保できる見込みを得た。 
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1.7 補助事業の振り返り 

（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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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。 ○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。 △一部
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。 ○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。 △一部
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。 ×不十分
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。 ○十分
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。 △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。 ×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。 △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) 2019 年度補助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 

密な連携を取ることにより、良好な事業体制が構築できた。 

 

 2) 事業の進め方 

月 1 回の定例会議を確実に実施したことで、関係者間の意思疎通を円滑に行うことができた。 

 次年度も継続して実施していく。 

 

 3) その他 

学会等で開発品の有効性を紹介することができ、実用化した際に市場獲得に繋がるような期待が持

てた。 

  開発担当者が医学と工学の混成であるため、課題解決が早い。 
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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 

定型品の種類 

   

定型品には曲げ加工と患部に合わせた長

さ調製（切断）を行うタイプに変更 

臨床医から使用方法の助言を基に変更 

事業化体制 変更なし ― ― 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・

上市スケジュ

ール） 

市場調査（2次）の報告時期 

中間報告：2019 年 11 月 

最終報告：2019 年 12 月 

市場調査（2次）の報告時期 

中間報告：2020 年 1 月 

最終報告：2020 年 2 月 

流通ルートを確定してから市場調査を行うこ

ととしたため。 

― 『製品開発・評価』の項目として、「臨床使

用に向けた周辺器械類の整備」を 2020 年度

計画に追加 

補足的に進める予定にしていた周辺器械類の

検討を新たに開発項目として進める必要があ

ると判断したため。 

 

(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 汎用型，カスタムメイドで保険加算の戦略を検討する。（第 1 回） 

保険戦略を有機的に結びつける実験データの準備が必要。（第 2 回） 

保険適用における補正加算について、厚労省へ相談した。加算を

えるための具体的な評価内容について、助言を得た。 

薬事申請に必要なデータをまとめる(生物学的安全性と機械的安全

性)。（第 3 回） 

継続審査添付資料（1-2 項）として提出済。 

知財 PCT 出願に関する書類を AMED に提出する。（第 2 回） 9/27 提出不要との連絡あり。 

技術・評価 骨結合力試験についてスクリューありで引張試験を行うべき。（第 1

回） 

試験方法の再検討を行った。 

審美性と機械的安全性のバランスをどのように事業の中で取り組むの

か検討する。（第 1 回） 

機械的安全性試験により、プレート厚さの下限界を決定した。上

限はケースによる。 

プレート固定スクリューについて具体的に検討を進める。（第 2 回） 使用するスクリューは既存品同等のものとし、固定箇所 1 つに対

し側面、底面の本数を決め、強度的安全を数値解析で確認。今後、

製造販売に関する具体的な検討を推進する。 

研磨方法を再度確認する。 遠心バレル研磨の影響を確認中。不完全溶融層の厚さと研磨面の

関連性を検討中。 

定型品を曲げるための工夫を意識して開発する。（第 3 回） 定型品にスリットを設け、ベンディングを容易にする仕様とした。 



 

27 

領域 指摘事項 対応 

その他事業化

全般 

医科ルートの探索を継続的に続ける。（第 2 回） 2 次市場調査を推進中。 

現状の課題と今後の計画をまとめる。（第 3 回） 継続審査添付資料として提出する。 

製品のラインナップについて検討する。（第 3 回） 相同モデルの主成分分析における区分分けにより定型品のライン

ナップを決定した。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

早急に PMDA 相談を実施し、本品の一般的名称を確認するとともに、薬事

的な要求事項を確定した相談記録を受領し、相談記録に対応した事業計画

を立案し、2019 年 6 月までに PS 及び PO の確認を得ること。 

2018 年 11 月に PMDA レギュラトリーサイエンス戦略相談対面助言を受け

た。正式発行された相談記録（戦機 P148）により、カスタム品および定型品

の名称が明確になり、また、両者を一品目として同時申請可能であることを

確認した。 

また、生物学的安全性の担保方法について、当初の考え方で問題ないとの

助言いただいたことを受け、2019 年度に評価方法を検討し、プロトコル相談

を実施することを計画に追加した。 

併せて、厚生労働省医政局経済課との面談により、保険収載に必要なエ

ビデンスの確認と保険収載の具体的な見通しの検討を進めること。 

2019 年 3 月 19 日、厚生労働省医政局経済課との面談を実施した。引用・

比較機器として、「特定製品名」を挙げることで、特定保険医療材料名称『カ

スタムメイド人工骨』に該当するとして十分説明できる旨、助言をいただい

た。また、合わせて、保険適用申請について、B1 区分での申請が可能との助

言をいただいた。 
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 2 年度の事業概要 

2019 年度に確定させた定型品の製品仕様に基づき、リスク低減活動を実施・完了させ、薬事承認申請を行う。また、カスタムメイド品については、

2019 年度に設定した仕様案を基に、数値解析、及び設計手順の検討を実施し、機械的安全性評価を行った上で、製品仕様を確定させる。 

さらに、生体活性処理の有用性に対する補正加算について、厚労省の事前相談を受け、補正加算の可能性を検討する。 

当該年度中に PMDA 対面助言、リスク低減活動・再評価を実施し、2021 年度に予定している薬事承認申請に対する準備を開始する。 

知財関連では、出願済の特許以外の知財に関する検討を進め、出願の効果を見極めて意匠登録、周辺特許の出願を行う。 

 

(2) 令和 2 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

（１） 製品開発・評価  

① 固定デバイスの基本設計 大阪冶金 
 

①カスタムメイド品の製品仕様案に基に作製したカスタム品の適合性を再確認し、基本デザインの最終

検討を行ったうえで、製品仕様を確定させる。 

⑦生体活性の均一性評価 中部大学 ⑦タンパク吸着・細胞試験評価を実施する。 

⑨機械的安全性試験 大阪冶金 ⑨カスタムメイド品におけるワーストケースを検討し、 

想定する工程で作製した試験片の機械的安全性試験を行 

い、既承認品との比較評価を実施する。また、定型品の 

疲労強度に及ぼす表面品質の影響を実験的に評価する。 

⑩リスクマネジメント 大阪冶金 ⑩2019 年度に設定したリスク低減策について、引き続き実施を行い、完了させる。 

⑪臨床使用に向けた周辺器械

類の整備 

大阪冶金 ⑪定型品、カスタムメイド品の手術時の使用法を確認し、必要な器機を検討・設定を行う。 

（２）薬事戦略 

①薬事相談 
大阪冶金 ①2019 年度に引き続き、PMDA 対面助言、厚労省事前相談によるアドバイスを受ける。2020 年度は、定

型品の承認申請、カスタムメイド品の承認申請準備を行う。 

（３）知財戦略 

①戦略検討（知財対応） 

大阪医科大学 ①引き続き、追加知財について検討する。 

 出願済特許の各国移行への対応を進める。 

（５）販売戦略 

①市場調査 

モリタ ①2019 年度に実施した 2次市場調査の結果を基に 3次市場調査を実施する。 

②体制構築・チャネルの確保 モリタ ②設計から販売までの手順、ルートを確定させる。 

③関連学会での啓発活動・KOL

情報提供 

大阪医科大学 ③啓発活動等を継続する。 

（６）プロジェクト管理 

①プロジェクト管理 
大阪冶金 

① 伴走コンサルへの対応および定例会議の開催を継続する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
大阪冶金興業株式会社 

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴 25 番地 

電話: 0794-86-1345 / FAX: 0794-83-4831 / E-mail: kitagaki@e.osakayakin.co.jp 

 

 


