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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。 
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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や、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。 

本開発品を用いることで、既存の体内固定用プレートを用いる従来法である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、デバイスは顎骨と骨

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 
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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 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、医師が定形品では十分な治療効果が得られない、または定形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 

 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) 下顎骨底部を含む顎堤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、外側面は粉末の付

着がなく滑らかな表面である。 

 

 上記の特徴を持つ固定プレートは、相同モデルを用いて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(p.6)なので、「改良型」、「治験無し」の範

疇で開発を進める。 

 

(a) 定型体内固定プレート 

 骨体部の欠損の再建は容易であり、類型化が可能であると考えられる。そこで、症例研究により骨体部の欠

損のみの再建部の形状寸法を類型化し、それらに対応する固定プレートを「定型」として予め準備しておけば、



 

4 

術者は定型固定プレート群から患者の骨欠損に合わせて固定プレートを適宜選択することができる。 

 (b) 患者適合型（カスタムメイド）体内固定プレート 

既存の固定プレートを使用すると、平坦な直線状のものを顎骨形状に適合するように 3次元形状に曲げ加工

が必要である。本品は患者の顔貌に適合するような体内固定プレートで、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し、切除部の形状も補填

する。いわゆる患者適合型(カスタムメイド)固定プレートで、既存品の問題点のほぼ全てが解決される。 

 

《概観》 
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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 71,300 円であることから 89,909 千円の市場規模である。 

本開発品はカスタムメイドで製作するため、保険収載された場合にはカスタムメイド人工骨（S）、償

還価格は、785,000 円（2018 年現在）となり 989,355 千円の市場規模と推定される。 

 

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（71,300 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更なる市場規模

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の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） 

【製品の形状、製造】 

本開発品は、現状の体内固定用プレートの課題を解決する方法として、金属を溶かす熱源にレーザー光

を採用した積層造形法（Selective Laser Melting：SLM 法）によって三次元造形をしている。 

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。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 morphology を制御できるメリ

ットがある。 

また、三次元造形をしているため、以下のようなメリットがある。 

・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 

 

さらに、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。これは繰り返される咀

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。これらの生体活性化と骨新生能は従来の製品には見られない。 

 

なお、2018 年 8 月 8 日に本開発品に関わる国内特許を出願している。次年度には PCT 出願を予定し

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 

  デバイス（プレート）の基本設計を検討し、設計から製造までの大枠を検討・確立した。具体的には、

下顎骨欠損に関して相同モデル技術を用いたシミュレーションシステムを検討し、その検討内容を設

計情報としてフィードバックし、カスタム品に関する基本設計を確立した。 

また、積層造形に関わる試験を実施し、製造条件や原材料管理条件に関わる基礎データを獲得した。

混酸-加熱処理設備、研磨装置を導入するなど、試作品の製造体制を整備し、中間品を含む試作品評価

を実行できる状態にした。積層造形したチタン試験片を用いて細胞増殖性、細胞接着性評価を行い、生

体活性／安全性を評価した。また、骨結合力評価について、治具の作製、試験的な引き剥がし試験を実

施し、評価手法を確立した。 

  薬事戦略としては、PMDA、厚生労働省への相談を実施した。 

  知財戦略として、製品に関する国内特許を出願し、販売戦略としては、市場調査を実施した。 

  その他、研究成果の学会報告等の広報促進・情報収集活動を進めた。 

 

2019 年度 

  カスタム品については、下顎骨モデルを用いたプレートの強度解析、及びプレートの混酸-加熱処理

における処理、アパタイト形成の均一性を確認、シミュレーターの確立及び検証を含めた設計手順に関

する問題解決、骨結合力評価を推進し、製品仕様案を決定する。定型品については、製品形状の機械的

安全性試験を実施し、製品仕様を決定する。 

  薬事戦略として、2018 年度に引き続き、PMDA、厚生労働省への相談を実施する。（PMDA 対面助     

言を 6 月に予定） 

知財戦略として、既出願特許の PCT 出願を行うとともに、知財に関する追加検討を実施する。 

販売戦略としては、2018 年度から対象領域を追加し、市場調査を実施する。 

 

2020 年度/2021 年度 

  カスタム品に関する機械的安全性試験を実施し、カスタム品の製品仕様を決定する。 

  販売戦略としては、最終の市場調査を実施することと並行して販売チャネルを確保する。 

  薬事戦略として、カスタム品に関する最終の PMDA 相談を実施し、薬事承認申請の準備を進める。 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 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：個）           

 ② 海外 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 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：個）           

 ③ 国内・海外合計 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 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：個）           

 

国内：保険点数、原価、販売数より 2025 年に投資金額の回収を目論んでいる。 

 

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 
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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（2018 年 11 月 28 日 於 PMDA） 

一般的名称、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。現在、PCT 出願を検討中。 

 

 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。 

 

 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、モリタの既存の販売ルートを参考に検討中。 

⚫ 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償還価格の妥当性 

②一般的名称の確定 

①厚生労働省への相談（3/19 実施） 

②PMDAへの相談（11/28 実施） 

知財 

①PCT 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 

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各種試験、検証の実施 

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 

③各種費用確定 

①市場調査を実施 

②企業間で協議 

③②確定後に協議 
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1.6 2018年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

デバイスの開発・実用化に向けて以下の項目を実施し、設計から製造までの大枠を検討・確立する。 

具体的には、下顎骨欠損に関して相同モデル技術を用いたシミュレーションシステムを検討する。その検討内容を設計情報としてフィードバック

し、基本設計を確立する。 

また、混酸-加熱処理設備、研磨装置を導入するなど、試作品の製造体制を整備し、中間品を含む試作品評価を開始する。積層造形したチタン試験

片を用いて細胞増殖性、細胞接着性評価を行い、生体活性／安全性を評価する。また、骨結合力評価のための評価手法を確立する。 

製造販売承認取得に向け薬事相談の実施、販売に向け国内特許出願、市場調査や研究成果の学会報告等の広報促進・情報収集活動を進める。 

 

(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) 2018年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018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） 

 カスタマイズ項目の検討、ワーストケース

の検討を開始するため、カスタマイズするデ

バイスの分類分け、及びベース形状を確定さ

せる。大阪医科大から医学的な意見を頂きな

がら、カスタマイズ項目の検討、ワーストケ

ースの検討を開始する。 

分類分け、ベース形状確定（2019年 3月） 

（大阪医科大学） 

 デバイスのベース形状を確定するため、顎

骨再建の症例及び医師からの意見集約を行

い、デバイスの形状・寸法、固定ビスの大き

さ・位置本数などを決定する。それに基づき、

▶ 

【進捗 100％：○】 

1)・デザインの基本設計となる、本デバイスの再建

範囲について、分類方法、形状、スクリュー位置等

について検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 
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2018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 

大阪冶金興業株式会社と共同で固定デバイ

スの設計と試作品を作製し、適合性を確認す

る。 

過去に行った下顎再建症例の 3D モデルを作

製し、デバイス試作品を作製・適合性評価 

（2019年 3月） 

 

2) 顎形状のデータベース化 

（大阪医科大学） 

 下顎形状のデータベースを作成するため、

下顎骨相同モデル技術を用いて健常者の下

顎骨形状を DICOMデータに変換して蓄積し、

分析による数値化を行う。 

下顎骨形態の基礎データ集積（2019年 3月） 

 

 

3) 力学特性評価モデル／数値解析 

（大阪冶金興業） 

設計情報として基本設計へ反映させるた

め、中部大学とともに評価用モデルを用いた

強度解析を実施し、基本設計へフィードバッ

クする。 

 次年度以降は実顎骨モデルを用いた解析

を実施する。 

簡易形状での解析終了（2019年 3月） 

（大阪医科大学） 

 力学特性評価に必要なデータ提供を行う

ために、大阪医科大学附属病院の症例を分類

し、顎骨欠損部位をパターン化し力学特性評

価に必要な形状について情報を提供する。 

下顎再建症例を欠損パターンにより分類、デ

バイスの大きさ・形状のパターン化（2019年

3 月） 

（中部大学） 

 下顎骨に固定デバイスを設置した場合の

デバイスの応力・変形状態を解析するため

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：○】 

2) 下顎形状のデータベースを作成するため、下顎

骨相同モデル技術を用いて健常者の下顎骨形状を

DICOM データから STLデータに変換し相同モデル化

を行った。データを蓄積し、主成分分析による統計

解析を行い、下顎骨の大きさは主として身長と体重

に依存することが判明した。 

 

 

【進捗 95％：○】 

3)・簡易形状下顎モデルを使用した強度シミュレー

ションを実施し、プレートの厚み、骨との接触範囲

によりプレートの応力に有意差が見られることを

確認した。 

・中部大学と大阪冶金で簡易形状下顎モデルによる

解析手法、解析結果及び解析時の留意点を共有し

た。また、大阪医大から入手した下顎骨の CT 情報

を STLデータに変換した情報を基に、代表的な下顎

骨モデルを構築した。 

・下顎骨モデルを用いて欠損部及びその周辺の表面

三次元形状に適合する 3D プレート形状を、モデリ

ングソフトを用いて抽出する手法を確立した。 

・下顎骨モデルを用いたプレートの強度解析を実施

した。解析ソフトのバージョンの違いによりプレー

ト発生応力に差が見られたので、症例評価には至ら

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) データの集積を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)・平面プレートモデルでの解析を実施し、次

年度以降、実強度試験を実施する。 
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2018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 

に、解析モデルを構築し、また、2，3例の症

例を数値計算により評価する。なお、構築し

た解析モデルを大阪医大、大阪冶金で共有す

ることにより、臨床、デバイス製造の立場で

の評価に活用する。 

数値解析報告書（2019年 3月） 

・解析モデル 

・解析による症例評価 

 

4) CT 画像を用いたデバイス設計法開発 

（大阪冶金興業） 

 設計工程確立のため、大阪医科大学ととも

にデバイス設計を実施し、基本的な設計手順

を明確にし、問題点、管理項目を抽出する。 

基本設計手順の明確化（2019年 3月） 

（大阪医科大学） 

 欠損パターンに応じたデバイス形状を決

定するため、②で作成したデータベースを基

に患者 CT 画像より欠損部下顎骨に適した形

状を抽出する手法（シミュレーター）を作成

し、次年度に検証を実施する。 

デバイス設計に適したシミュレーター 

（2019年 3月） 

 

 

 

 

 

 

5) 混酸-加熱処理材の骨結合力評価 

（大阪冶金興業） 

 混酸-加熱処理材の骨結合力評価のため、

評価用試験片（積層造形材）を作製（2 回程

度）し、中部大学で生体活性処理を施す。 

試験片作製（2019年 3 月） 

（大阪医科大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 90％：〇】 

4)・下顎骨 STL データからモデリングソフトを用

いてプレートを設計し、プレートサンプルを作製す

ることにより、設計手順を確認、CT データの収集

から STL データへの変換までの基本的な設計手順

を明確にし、設計に関わる問題点、管理項目を抽出

した。 

・欠損パターンに応じたデバイス形状を決定するた

め、上記「2) 顎形状のデータベース化」で作成した

データベースを基に患者 CT画像より欠損部下顎骨

に適した形状を抽出する手法（シミュレーター）を

作成した。次年度に検証を実施する。 

・下顎骨の CT 画像を STL 形式に変換し、全ての

データを相同モデル化した。相同モデル化したデー

タを用いて主成分分析を行い、主成分値から欠損し

た下顎骨形態を描出する手法（シミュレーション）

を確立した。45 例の下顎骨でデータベースを作成

し、１例のモデル（欠損なし）の予測を行った。そ

の結果、誤差が 5mm であった。 

 

【進捗 100％：○】 

5)骨結合力の評価手法確立の試験を行い、評価手

法を確立した。 

・試験片のデザイン：ラット頭蓋骨の湾曲に適合す

る面を有する試験片形状とした。 

・試験片に垂直に引っ張り力が作用させるための結

合力測定用治工具を設計製作した。 

・SLM 法で試作(大阪冶金)した試料に、混酸-加熱処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)・顎骨の切除範囲、及びプレートデザインに

ついて、大阪冶金、大阪医科大学で意見交換を

実施し、デバイスを設計する。 

・欠損部の予測方法は確立されたものの、下

顎骨のデータベースが少なく、誤差が 5mmと大

きい。データの蓄積を行い、欠損のあるモデル

でも誤差が１mm以内に収まるように改善する。 
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2018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 

 表面性状と骨結合力の関係を評価するた

めに、ラットの皮下に評価用試験片を埋植

し、評価手法を確立する。 

結合力評価手法確立（2019年 3月） 

（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。 

試験片作製（2019年 3 月） 

 

6) 混酸-加熱の固定デバイスへの適用技術

開発 

（大阪冶金興業） 

 工程条件設定のため、中部大学で得られた

データを共有し、製造工程、及び承認申請時

のデータとして活用する。 

社内記録（承認申請用データ）作成、及び工

程条件設定（2019年 3 月） 

（大阪医科大学） 

 混酸-加熱処理の適用技術を開発するため

に、固定デバイスの形態や設計について臨床

面でのアドバイスを行う。 

過去の症例を基にデバイスに混酸‐加熱処

理を行う範囲や条件をアドバイスし条件決

定に反映する（2019年 3月） 

（中部大学） 

レーザー積層造形したチタン金属に適用

する混酸‐加熱処理の処理手順の妥当性を

評価するため、処理後の金属表面に Cl-、SO4
2-

イオンが固定されるかを調べ、アパタイト形

成機序が鍛錬材と同等であることを確認す

る。 

また、処理後のチタン金属の生体活性／安全

性を評価するため、同試料上で骨芽細胞様細

胞 MC3T3-E1 を培養し、細胞増殖性、細胞接着

性を評価する。 

理を施し（中部大）、ラット 5 体に埋植・摘出（大

阪医大）した試験片を用いて骨結合力の評価試験を

行い、埋植期間の長いほど大きな結合力になること

を確認した。 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

6)・混酸-加熱処理の適用部位について、大阪医科

大学、中部大学、大阪冶金とで協議し、臨床的見地

から骨接触部表面にのみ処理を施すことに決定し

た。 

・中部大学では、処理手順の妥当性、処理条件がア

パタイト形成能に及ぼす影響を調べ、混酸-加熱処

理した SLM 材のアパタイト形成機序は鍛錬材のそ

れと同等であることを確認した。また、細胞増殖性、

細胞接着性評価により、処理材は安全性を有するこ

とを示唆する結果が得られた。 

・中部大学での評価結果を基に大阪冶金で記録を作

成し、混酸-加熱処理工程条件を決定した。 
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2018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 

混酸-加熱処理条件の決定（2019年 3月） 

 

10)リスクマネジメント 

（大阪冶金興業） 

 次年度以降のリスク低減活動につなげる

ため、リスク項目の抽出、及び今年度末時点

での評価を行う。 

リスク項目抽出（2019年 2月） 

一次評価結果（2019年 3月） 

 

 

【進捗 100％：◯】 

10)2018 年 11 月までの実施内容や情報を整理し、

設計開発のフェーズに移行した。 

カスタムメイドに関するリスク抽出、及び 1次評価

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②薬事戦略 

1) 薬事相談（PMDA 対面助言） 

（大阪冶金興業） 

 PMDA RS 戦略相談事前面談（平成 30年 7月

17 日）を基に開発に必要な製品試験について

検討し、試験内容の妥当性確認のため、対面

助言を受け、必要であれば、実施計画の見直

しを行う。 

PMDA対面助言による試験内容の妥当性確認 

（平成 30年 11 月頃予定） 

（大阪医科大学） 

 PMDA RS 戦略相談事前面談（平成 30 年 7

月 17 日）の助言を基に、対面助言に向けて、

開発に必要な製品試験について検討し、臨床

面からのアドバイスを行う。 

PMDA対面助言による試験内容の妥当性確認 

（平成 30年 11 月頃予定） 

（中部大学、モリタ） 

 PMDA RS 戦略相談事前面談（平成 30年 7月

17 日）を基に、対面助言に向けて、開発に必

要な製品試験について検討し、技術面からの

アドバイスを行う。 

PMDA対面助言による試験内容の妥当性確認 

（平成 30年 11 月頃予定） 

▶ 

【進捗 100％：◯】 

1) ・事前面談を実施し、対面助言用資料を 11月 1

日に PMDAへ事前提出した。2018年 11月 28日に対

面助言を受け、質問に対してコメントを得た。 
 

また、PMDAからの助言の一つである特定保険医療材

料への該当性に関して、厚生労働省医政局経済課へ

相談し、保険適用に関するコメントを得た。 

 

▶ 
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2018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 

③知財戦略 

1) 戦略検討（知財対応） 

 

 

2) 出願準備・出願 

（大阪冶金興業、大阪医科大学、中部大学） 

 大阪冶金興業、大阪医科大学、中部大学に

よる特許出願のため、弁理士を交えて定期的

な会合を行い、特許出願の準備、国内出願を

行う。 

▶ 

【進捗 100％：◯】 

1)弁理士を交えた会合を実施し、特許内容の確認、

修正、出願準備を進めた。 

 

2) 平成 30年 8 月 8日に特許出願済。 
▶ 

 

 

④製造・サービス戦略 

1) 体制構築（大阪冶金興業） 

 機械的安全性試験用検体を作製するため

に、試作品の製造に係る設備を導入し、製造

を実施できる環境を整える。 

設備稼働開始（2019年 3月） 

 

2) 製造技術開発（大阪冶金興業） 

 積層造形材の特性（密度、金属組織、寸法

など）評価のため、製造工程のうち、積層造

形に関する試験片を作製する。また、（１）の

検証試料として使用するために、積層造形試

作品を作製する。特性評価、及び試作品にお

ける寸法については、石膏模型を作製し、適

合性を確認する。上記の評価結果を検証記録

として保管する。 

積層造形試作品特性評価の中間報告 

（2019年 3月） 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1) 導入設備に向け、設備の仕様検討、選定を実施

し、試作品製造設備類を導入した。 

2018年度は、全装置の稼働確認を完了させた。 

 

 

【進捗 95%：◯】 

2)既存データの整理を行い、評価項目を決定した。 

機械特性（引張強さ、伸び）、表面粗さ、寸法精度（不

完全溶融層確認含む）を評価項目として評価を実施

した。また、チタン粉末の再利用に関する試験を実

施し、再利用の可否を検討した。上記、評価結果を

整理し、社内記録として保管した。 

（１）の検証用の積層造形試作品の作製、石膏模型

による適合性評価は未達となった。 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

2)試作プレートの石膏模型による適合性評価 

⑤販売戦略 

1) 市場調査 

（大阪冶金興業） 

 本開発品の市場性確認のため、（株）モリ

タ、大阪冶金興業が中心となって、国内にお

ける顎骨再建手術時の体内固定用プレート

の使用状況、ニーズ等の調査を行う。 

調査完了（2019年 2月） 

▶ 

【進捗 100％：◯】 

1)調査会社と協議の上、アンケートの内容、アンケ

ートの送付先、ヒアリング先を決定した。 

（対象：歯科領域、口腔外科） 

1 月よりアンケート及びヒアリングを開始し、報告

書作成が 3月末に完了した。 

 

 

▶ 
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2018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 

報告書作成（2019年 3 月） 

（モリタ） 

 本開発品の市場性確認のため、国内におけ

る顎骨再建手術時の体内固定用プレートの

使用状況について、そのニーズも含め調査を

行う。調査の具体的な内容は、既存体内固定

用プレートの使用症例、頻度、コスト、手術

時間等を予定する。なお、調査の実施につい

ては外部機関に外注する。 

調査完了（2019年 2月） 

報告書作成（2019年 3 月） 

2) 体制構築・チャネルの確保 

（大阪冶金興業） 

 将来的に本開発品の取り扱いを行う際の

前準備として、社内体制の確認及び販路の整

理を行う。 

既存流通経路の運用可否確認（2019年 3月） 

（モリタ） 

 将来的に本開発品の取り扱いを行う際の

前準備として、社内体制の確認及び販路の整

理を行う。 

既存流通経路の運用可否確認（2019年 3月） 

3) 関連学会での啓発活動・KOL 情報提供 

（大阪冶金興業） 

 販売後の市場拡大のため、大阪医科大学、

大阪冶金興業が中心となって、関連学会での

啓発活動、KOLへの情報提供などを行う。 

啓発活動、情報提供（2019年 3月） 

（大阪医科大学） 

 国内外の主要学会にて本開発品の有用性

についての報告と啓発活動、KOL への情報提

供を行う。 

本開発品の有用性について学会報告し適正

な使用法の啓発活動を行う。 

KOL を招いて研究参加者への講演とデバイ

スへ形状の助言を求める。また本開発品の情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：◯】 

2) 既存プレートとカスタムプレートにおいて、モ

リタの既存の販売ルートを参考に検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：◯】 

3)・日本口腔外科学会（2018年 11月千葉）にてミ

ニレクチャーで啓発活動を行った。同学会で KOLと

情報交換を行い本開発品の有用性を広報した。 

・インド（Pune）で、2 月 18 日～21 日開催された

APMA2019 で口演した。また CSIR（Pune）、IMP

（金属加工メーカー）を訪問し、研究内容について

情報交換をした。 
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2018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 

報提供を行い、上市時に多施設での採用を働

きかける。 

⑥プロジェクト管理 

1) プロジェクト管理 

（大阪冶金興業、大阪医科大学、中部大学、

モリタ） 

 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。 

最終報告に向けた実施内容の共有・整理 

▶ 

【進捗 100％：◯】 

1) 伴走コンサルティングでの助言を基に、月 1 回

定例会議を開催し、進捗状況の確認、課題整理、成

果の確認を行った。 

 
▶ 

 

 

 

(4) 2018年度の到達点（総括） 

デバイスの開発・実用化に向けて以下の項目を実施し、設計から製造までの大枠を検討・確立した。 

具体的には、下顎骨欠損に関して相同モデル技術を用いたシミュレーションシステムを検討し、その検討内容を設計情報としてフィードバックし、

基本設計を確立した。また、混酸-加熱処理設備、研磨装置の導入を進め、試作品の製造体制を整備した。並行して中間品を含む試作品評価を開始し

た。積層造形チタン材の混酸-加熱処理後のアパタイト形成機序は鍛錬材と同等であることを確認するとともに、同材による細胞増殖性、細胞接着性

評価による安全性の評価を開始した。さらに、骨結合力評価のための評価手法を確立した。製造販売承認取得に向け PMDA薬事相談の実施、販売に向

け国内特許出願、市場調査や研究成果の学会報告等の広報促進・情報収集活動を進めた。 
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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 

 

(2) 2018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 

特になし。 

 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 

特になし。 

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



 

20 

(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 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし   

事業化体制 特になし   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

特になし   

 

(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   

知財 製品の意匠登録も考えること(2回目) 製品形状確定時に意匠登録を申請する。 

スクリューで新しい形状が出るのであれば、特許にすること(2 回目) スクリューの仕様検討の際に該当すれば、対応する。 

技術・評価 試験片レベルの機械的安全性試験を早くできないか(1回目) 2019年度に試験片での実施を計画している。 

混酸加熱処理のスケジュールを前倒しする必要がある(1 回目) 2018年度中に完了する計画に修正した。 

製品仕様案と仕様決定の間にどんなフィードバックがあるか（1回目） ワーストサンプルによる機械的安全性試験結果。 

チタン粉末の再利用はあるか。残材を顎以外に使う可能性は(2 回目) チタン粉末を再利用する方向で、品質の変化を確認する。 

スクリューを開発品とするか、既存品を使うか(2 回目) 現在、検討中である。 

その他事業

化全般 

混酸加熱の評価期間が長い。何をいつまでに評価するか(内容)を具体

的に示すこと(2 回目) 

詳細スケジュールを明確にし、次年度計画に反映する。 

カスタムメイドの価格は定量的に優れているから決まるので、既存品

との同等性試験のみでは 10 倍の価格になるのは考えにくい。厚労省経

済課の相談すること(2 回目) 

厚労省医政局経済課へ特定保険医療材料の該当性を相談・確認

した。（1/10、3/19） 

 

(5) 採択条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし  
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1.8 2019年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2019年度の事業概要 

下顎骨モデルを用いたプレートの強度解析、及びプレートの混酸-加熱処理における処理、アパタイト形成の均一性を確認、シミュレーターの確立

及び検証を含めた設計手順に関する問題解決、骨結合力評価を推進し、カスタマイズ形状を確定させる。また、生体活性処理、研磨処理を含めた製品

製造工程を確立し、試験片レベルの機械的安全性試験を実施する。上述の項目を実施することで、製品仕様案を確定させる。生物学的安全性について

は、PMDA からの助言を基に担保方法、試験項目を検討し、試験を実施する。当該年度中にリスク低減活動、及び再評価を実施する。知財関連では、

昨年出願した特許の PCT出願を完了させるとともに意匠登録、周辺特許の出願を行う。 

(2) 2019年度補助事業の実施内容 

（１）製品開発・評価 

①固定デバイスの基本設計 

②下顎形状のデータベース化 

③力学特性評価モデル／数値解析 

④CT 画像を用いたデバイス設計法開発 

⑤混酸-加熱処理材の骨結合力評価 

⑦生体活性の均一性確認 

⑧生物学的安全性試験 

⑨機械的安全性試験 

⑩リスクマネジメント 

（２）薬事戦略 

①薬事相談 

（３）知財戦略 

①戦略検討 ②出願準備・出願 

（４）製造・サービス戦略 

①体制構築  ②製造技術開発 

（５）販売戦略 

①市場調査  ②体制構築・チャネルの確保 

③関連学会での啓発活動・KOL 情報提供 

（６）プロジェクト管理 

①プロジェクト管理
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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 

 

 


