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1. 事業の概要 

新方式の手術ナビゲーションの開発製品化により、CT データを活用した 3 次元的な手術計画を術中に

正確に誘導する人工関節手術を普及させる。さらに術後評価についても CT データを活用した 3 次元評

価を普及させることにより人工関節手術の施術・評価水準を上げ、有効な手術計画、優れた人工関節デ

ザインを探求可能とするサービスを提供する。 

短時間で完了できる人工関節手術ナビゲーションによる3D手術支援サービスシステムの開発・事業化

３Dスキャンナビゲーションで人工関節医療を3次元化
株式会社レキシー、アルスロデザイン株式会社、公益財団法人日産厚生会玉川病院、埼玉医科大学、

埼玉県産業技術総合センター、特定非営利活動法人三次元工学会、株式会社コスミックエムイー

早い・持ち運べる・3次元化は委託サービスで！

現状の課題・人工関節手術ナビは普及していない？

ものづくり中小企業：人工関節医療を3次元化でサポート！

 CT普及率世界1位の日本、病変した骨形態を3次元的に把
握して、人工関節手術を正確にしたい

 既存のナビは普及していない＝高価で煩雑で手術が延長
してしまう

 普及するナビを製品化したい

 ３Dスキャナによる新方式のナビ＝普及する手術ナビ
早い！数秒レジストレーション・小型軽量・安価

 術前Webサービス：CTデータから3次元手術計画案提供

 術後Webサービス：CTデータから3次元設置評価提供

Class Ⅱ
（手術ナビゲーション

想定）

平成28（2016）年10月時点

3Dスキャナ

相対姿勢センサ

①術前：個別骨形態に応じた３次元手術計画
②術中：正確に３次元手術計画を達成
③術後：CTデータによる３次元評価

人工関節手術の3次元化をサポートします！
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委託事業実施体制

販売委託

相談 申請

医療機関

公益財団法人
日産厚生会

玉川病院
• 医学的有用性の検証
• 臨床実験実施と管理

製造企業
医療機器製造業[13BZ200855]

(株)レキシー
• プログラム開発・品質管理
• ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ構築・品質管理
• 工学/臨床試験結果解析

助言 承認

医師
（国内）

研究機関

埼玉医科大学
保健医療学部

• 研究開発/知財戦略指揮
• 工学的検証プロセス管理
• 臨床試験結果整理

代表機関

人工関節学会

• ナビゲージョン装置使用促
進、貸出プロモート

構築

販売・製造企業
管理医療機器販売業

医療機器製造業［11BZ200260］

㈱アルスロデザイン
• 器械設計製造
• 販売戦略指揮
• 製品販売、貸出

平成28（2017）年3月時点

SL

PL

研究機関

埼玉県産業技術
総合センター

• 姿勢センサの品質管理
（計測品質/ユーザビリティ）

研究機関

NPO法人
三次元工学会

• 3Dスキャナの品質管理
（計測品質/ユーザビリティ）

製造・製販企業
医療機器製造業[11BZ200229]

第二種医療機器製造販売業[11B2X10026］

㈱コスミックエムイー
• ﾊｰﾄﾞｳｪｱ製造管理
• 制御プログラム開発

中

中

中

インプラントメーカ各社

• 医師へトレーニング
• 装置メンテナンス

人工関節設置3D評価
データバンクシステム

• 登録、集計等管理

東京慈恵大学

名古屋医療センター

臨床評価

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

登録

直接販売
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1.1 事業の目的 

「医療現場の課題」 

人工関節の置換手術において、多くの医療機関でレントゲン写真を基に手術計画が立案され、術者の

経験と技量に依存した手術が行われているものの、不適切なインプラント設置となることもしばしばあ

り、その場合には人工関節の脱臼や早期弛みなどの合併症を生じてしまうことがある。またそれら合併

症を防止するために不必要に患者の動作制限を強いられてしまい、十分な満足度を得られない場合もあ

る。これらの課題を解決するために、患者の３次元的な骨病態に応じたインプラント選択と至適インプ

ラント設置に基づく手術計画を立案し、手術中にインプラントを計画通りに正確に設置することが重要

である。ナビゲーションシステムは術前計画に基づき正確にインプラントを設置することを支援するツ

ールであることは広く認識されているものの、ナビゲーションシステムは以下を理由に一部の限られた

医療機関にしか普及していない：A）手術前の三次元手術計画立案が煩雑、B）装置が高額かつ大型で運

用コストが高い、C) ３次元術前計画の骨の画像モデルと実際に手術する骨とのマッチング（レジストレ

ーション）を行う術中操作が煩雑、D) 赤外線センサのマーカピンによる正常部位への侵襲の問題。 

一方、今後のさらなる成績向上のためには、手術後の設置評価においてもレントゲン写真による２次

元ではなく、３次元での設置評価が重要であるが、医師の手間などの問題により３次元評価による議論

が十分になされていない。 

 

「解決策」 

現在、及び今後の人工関節手術成績向上のためには、①個別骨形態に応じた術前の３次元手術計画、

②手術における術前計画通りの正確なインプラント設置、③手術後の３次元評価という一連の流れを広

く普及させることが重要である。 

そこで本事業では、既存のナビゲーションの課題を解決して広く普及させるため、低価格、操作が簡

便、及び、非侵襲で行えるナビゲーションシステムを開発する。具体的には、既存ナビゲーションの大

型の赤外線位置センサの代わりに小型の 3 軸姿勢センサから成る姿勢誘導モジュールの搭載により低コ

スト化を図り、同時に小型可搬化することでレンタルによる製品提供で病院負担の軽減を実現する。さ

らに 3D スキャナを搭載することで、実際の骨の形状をスキャナによって一瞬で認識可能となり、術中の

レジストレーション操作が簡便化され、マーカーピンも廃止できることで非侵襲となる。 

一方で上記機器開発と併行し、三次元手術計画・術後評価の作業の負担軽減のために、WEB で CT デ

ータを受け、三次元手術計画立案及び 3 次元術後評価を代行するビジネス構築を実現する。本サービス

を広く普及することで、現在の人工関節のレジストリが将来３次元評価化へ移行することを見越したデ

ータバンクシステム構築も併せて行っていく。 

 

 人工関節置換術で手術件数の多い膝関節と股関節の市場をターゲットにして、以下の製品化を行う。

ナビゲーション装置は、１．本体（PC+ナビプログラム）、２．手術器械（3D スキャナ搭載）、3.姿勢誘

導モジュールの 3 つのユニットから構成される。人工膝関節用、人工股関節用にそれぞれ開発する。 

 

（ア）人工膝関節 3D スキャンナビゲーションシステム 

（以下の 3 点より構成） 

1. 本体（PC+ナビプログラム）  H30 年 4 月薬事申請（クラスⅡ）、H30 年 7 月上市 

2. 手術器械（３D スキャナ付属） H30 年 4 月薬事申請（クラスⅡ）、H30 年 7 月上市 

3. 姿勢誘導モジュール        H28 年 11 月申請（クラスⅠ）、H29 年 5 月上市 

 

（イ）人工股関節 3D スキャンナビゲーションシステム 

（以下の 3 点より構成） 

1. 本体（PC+ナビプログラム）  H31 年 2 月薬事申請（クラスⅡ）、H31 年 6 月上市 

2. 手術器械（３D スキャナ付属） H31 年 2 月薬事申請（クラスⅡ）、H31 年 6 月上市 

3. 姿勢誘導モジュール       H28 年 11 月薬事申請（クラスⅠ）、H29 年 5 月上市 
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1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社レキシー 

PL： 清徳 省雄（株式会社レキシー） 

SL： 鬼頭 縁（アルスロデザイン株式会社） 

共同体： ①アルスロデザイン株式会社 

  ②公益財団法人日産厚生会玉川病院 

  ③埼玉医科大学保健医療学部 医用生体工学科 

  ④埼玉県産業技術総合センター 

  ⑤特定非営利活動法人三次元工学会 

  ⑥株式会社コスミックエムイー 
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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 
人工膝関節手術ナビゲーショ

ン 
クラス分類 クラスⅡ 

製品名 Knee-３Dスキャンナビ 分類名称（一般的名称） 手術ナビゲーション 

対象疾患 変形性関節症・リウマチ 届出／認証／承認 認証（一部の機能は承認） 

想定される販売先 人工関節メーカー・医療機関 新／改良／後発 後発予定 

使用目的又は効果 

CTデータを 3次元化して個々の症例に最適なサイズ選択と設置位置を計画し、術中計画を正

確に誘導し骨切除を行い人工膝関節の設置精度を高めることにより、人工膝関節の機能性・

耐久性を向上する。 

薬事申請予定者 株式会社コスミックエムイー 医療機器製造販売業許可 11B2X10026 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社レキシー 医療機器製造業許可 13BZ200855 

アルスロデザイン株式会社 医療機器製造業許可 11B2200260 

 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 

  未定 

薬事申請時期 
平成 30（2018）年 4月認証、 

平成 31年 2月承認 
平成 34（2022）年 3月 

上市時期 
平成 30（2018）年 5月認証品、31年 7月承

認品 
平成 34（2022）年 10月 

   

想定売上（上市後 3年目） 3.61億円／年（平成 33（2021）年時点） 1.49億円／年（平成 37（2025）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 32.00 億円／年（平成 33（2021）年時点） 90.00億円／年（平成 37（2025）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 11.40％（平成 33（2021）年時点） 1％（平成 37（2025）年時点） 

※市場規模は競合品含む 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

既存ナビゲーションの大型の赤外線位置センサの代わりに小型の 3 軸姿勢センサから成る姿勢誘導

モジュールの搭載により低コスト化を図り、同時に小型可搬化することでレンタルによる製品提供で病

院負担の軽減を実現する。さらに人工膝関節用手術器械に 3D スキャナを搭載することで、骨に対する

手術器械の相対位置をスキャナによって一瞬で認識可能になり、術中のレジストレーション操作を簡便

化し、マーカーピンを不要とすることで低侵襲での手術を可能にする。 

機器装置開発と併行し、三次元手術計画・術後評価の作業の負担軽減のために、WEB で CT データ

を受け、三次元手術計画立案及び 3 次元術後評価を代行するビジネス構築を実現する。本サービスを広

く普及することで、現在の人工関節のレジストリが将来 3 次元評価化へ移行することを見越したデータ

バンクシステム構築も併せて行っていく。 

 

 

人工膝関節ナビ試作器 
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最終製品（＝事業化する医療機器）2 

(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 
人工股関節手術ナビゲーショ

ン 
クラス分類 クラスⅡ 

製品名 Hip-３Dスキャンナビ 分類名称（一般的名称） 手術ナビゲーション 

対象疾患 変形性関節症・リウマチ 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 人工関節メーカー・医療機関 新／改良／後発 後発予定 

使用目的又は効果 

CTデータを 3次元化して個々の症例に最適なサイズ選択と設置位置を計画し、術中計画を正

確に誘導し骨切除を行い人工股関節の設置精度を高めることにより、人工股関節の機能性・

耐久性を向上する。 

薬事申請予定者 株式会社コスミックエムイー 医療機器製造販売業許可 11B2X10026 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社レキシー 医療機器製造業許可 13BZ200855 

アルスロデザイン株式会社 医療機器製造業許可 11BZ200260 

 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 

  未定 

薬事申請時期 平成 31（2019）年 2月 平成 34（2022）年 3月 

上市時期 平成 31（2019）年 6月 平成 34（2022）年 10月 

想定売上（上市後 3年目） 1.90億円／年（平成 34（2022）年時点） 0.38億円／年（平成 37（2025）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 20.00 億円／年（平成 34（2022）年時点） 90億円／年（平成 37（2025）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 10％（平成 34（2022）年時点） 1％（平成 37（2025）年時点） 

※市場規模は競合品含む 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

既存ナビゲーションの大型の赤外線位置センサの代わりに小型の 3 軸姿勢センサから成る姿勢誘導

モジュールの搭載により低コスト化を図り、同時に小型可搬化することでレンタルによる製品提供で病

院負担の軽減を実現する。さらに 3D スキャナで臼蓋骨を 3 次元撮像することで、骨に対する手術器械

の相対位置を手術計画画像とマッチングすることによって一瞬で認識可能となり、術中のレジストレー

ション操作を簡便化することで低侵襲での手術を可能にする。 

機器装置開発と併行し、三次元手術計画・術後評価の作業の負担軽減のために、WEB で CT データ

を受け、三次元手術計画立案及び 3 次元術後評価を代行するビジネス構築を実現する。本サービスを広

く普及することで、現在の人工関節のレジストリが将来３次元評価化へ移行することを見越したデータ

バンクシステム構築も併せて行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器具にジャイロセンサ搭載 

音と画像により計画誘導 人工股関節ナビ試作器 



 

6 

最終製品（＝事業化する医療機器）3 

(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 角度計 クラス分類 クラスⅠ 

製品名 姿勢誘導モジュール 分類名称（一般的名称） 角度計 

対象疾患 変形性関節症・骨折変形治癒 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 人工関節メーカー・医療機関 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

センサ①に対するセンサ②の相対角度をロール角・ピッチ角・ヨー角の 3軸回転角度を計測

できる角度計。センサ①を基部側に装着し、センサ②を手術計画の目標角度に誘導したい器

具側あるいは骨切片側に装着することで、器具や骨切片を目標の角度への誘導することがで

きる。 

薬事申請予定者 株式会社コスミックエムイー 医療機器製造販売業許可 11B2X10026 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社レキシー 医療機器製造業許可 13BZ200855 

アルスロデザイン株式会社 医療機器製造業許可 11B2200260 

 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 

   

薬事申請時期 平成 28（2016）年 11月  

上市時期 平成 29（2017）年 5月  

想定売上（上市後 3年目） 0.34億円／年（平成 32（2020）年時点）  

市場規模（上市後 3年目） 2.00億円／年（平成 32（2020）年時点）  

想定シェア（上市後 3年目） 10％（平成 32（2020）年時点）  

※市場規模は競合品含む 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

ロール角・ピッチ角・ヨー角の 3軸回転角度を計測可能な 2つの姿勢センサから成る姿勢誘導モジュ

ールである。人工関節を置換する骨の基部に手術器械と共にセンサ①を固定し、センサ②を人工関節設

置のための切削器具の方向をガイドする骨切りブロックあるいは、人工関節を保持し打ち込む固定器具

に装着する。患者（対象の骨）が術中に動いた場合においても、センサ①とセンサ②の相対方向計測に

よって、手術計画の方向へ切削器具や人工関節を 3 次元的に誘導可能にする。 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

新ナビゲーションシステム市場予測： 

＊国内の潜在需要は中核病院数 2000施設の人工関節手術が対象： 年間 15万例 
1例毎の手術計画 Webサービス 2万円 年間 15万例×2万 30億円 

＊大手人工関節メーカーへの人工関節用貸出器械としての需要 1500台貸出 10億 8千万円 

＊海外市場 20,000台 1,000億円 

 

 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 

本業務計画で製品化するナビゲーションの対象手術は、整形外科医療領域の人工関節置換術である。

人工関節置換術は、変形性関節症などの疾患で運動機能不全に陥った高齢者の早期社会復帰に絶大な効

果があり、世界的にその需要が増加し、日本においても年間 15万症例以上の手術が行われている。特に

日本においては、他国に類のない超高齢化社会が到来しており、その市場性は 10 年間で倍増し医療費を

圧迫している（図 1）。しかも、国家的な経済的背景からも高齢者の生産性の向上が必須であることから、

関節症を患った高齢者の早期社会復帰を可能とする人工関節手術の需要はさらに高まり、今後 20年余も

老人人口の増加に伴い増加すると考えられている。一方、整形外科医師数は、増加する人工関節手術件

数に対して横ばいであり、医師１名あたりの手術件数が著しく増加していることがわかる（図 1）。この

ことから、人工関節置換手術１例に要する手術時間を短縮できる効率的な医療の必要性は明確である。 

その一方で人工関節の置換手術の難

易度は高いとされている。人工関節手

術において、その機能と耐久性を向上

させるためには、理想的なアライメン

トへの設置と適正な靭帯バランスの獲

得が重要と言われている。例えば、人

工膝関節の場合、図 2のように骨頭の

中心から膝関節中心、そして足関節の

中心に体重が通過するように人工関節

が設置されていれば、体重が人工関節

全体にうまく分散され、局所的な摩耗

が少なくなるために人工関節は通常

20 年以上の耐久性があるとされてい

る。しかしながら、3 度以上の設置誤

差があると，偏摩耗やゆるみが起こり、

数年で早期の再手術を余儀なくされる

ことが知られている。 

図 1 人工関節手術件数と医師数の推移 
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また、人工股関節においては、図 3のように臼蓋骨側のカップコンポーネントの設置角度が適切でな

い場合、脱臼等の合併症が多発する（人工股関節の設置角度と脱臼⇒動作制限）。本来、人工股関節は、

適切に設置されれば術後に動作制限をしなくても通常の生活動作が可能となるようにデザインされて

いるが、設置不良による脱臼を懸念して手術後に患者に動作制限の指導を行っている医療施設が多いの

が現状となっている。手術ナビゲーションを使用して正確にカップコンポーネントの設置を行っている

施設では、動作制限は必要ないとされており、ナビゲーションの普及が望まれている。 

 製品化する新機構の手術ナビゲーションは、赤外線マーカを支える為に骨に打ち込むピンが不

要であることから、手術侵襲を少なくできる。マニュアルのレジストレーション操作が不要で手

図 2 人工膝関節の手術と理想的な設置アライメント 

図 3 人工股関節の設置角度と脱臼のリスク→ 設置不良→動作制限 
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術時間の短縮が期待できる。また装置が大型化する要因となっている複眼の赤外線カメラが必要

なく、小型で持ち運び可能なように設計されている。さらに、安価に提供できるように既存のパ

ーソナルコンピュータに USB 接続することによって機能する。これら新方式の手術ナビゲーショ

ンの機能は、既存の手術ナビゲーション装置の普及の妨げとなっている問題を解決するものであ

り、既存のナビゲーションに置き換わり、さらに広く普及させることができると考えられる。CT

データを活用した厳密な人工関節の 3 次元手術計画を行い、手術中に計画に基づいて正確に設置

位置を誘導し、計画を達成する手術を行うことにより、人工関節の機能性・耐久性の向上が可能

である。正確な手術は再手術の発生頻度を低下させることができるため医療費削減効果を生む。 

 

 

 ① 提案する機器の想定顧客 

人工関節手術を行う整形外科医 

・人工関節を販売する人工関節メーカー 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

＊国内の潜在需要は中核病院数 2000施設の人工関節手術が対象： 年間 15万例 

1例毎の手術計画 Webサービス 2万円 年間 15万例×2万 30億円 

 

＊大手人工関節メーカーへの人工関節用貸出器械としての需要 1500台貸出 10億 8千万円 

 

(3) ＊海外市場 20,000台 1,000 億円
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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 

・簡易ナビゲーションの台頭 

Image Free と呼ばれる手術計画を行わず、術中に簡易計測した骨のアライメントに対して人工関節

を誘導する簡易ナビゲーションが流行している。 

・人工関節メーカーが手術器械を破格の安価で貸出サービスしてドクターを囲い込んでいる。 

人工関節を設置するための器械を病院が購入するのではなく、メーカーが人工関節を採用させるた

めのサービスとして安価で貸出しているため、病院で人工関節用の手術器械を購入する必要はなく、

人工関節メーカーが貸出提供することが慣習になっている。 

 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） 

 

・レントゲンによる手術計画（手術ナビゲーションを用いない一般の手術計画） 

一般の人工関節置換術では 90％以上がナビゲーションを使用せず、レントゲンに人工関節の形をかたど

った透明な型紙をあてて、患者に適合するサイズと位置が計画され、ドクターの技量で人工関節の手術

が行われている。レントゲンによる手術計画を医師の技量で手術を行う場合の精度は低く、ベテラン医

師でも 3度以内に設置する割合は 60％程度という報告例がある。 

 

・カスタムガイド（A社） 
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近年話題の 3Dプリンタを用いて患者 1例毎に特注で製造されるカスタムガイド。CTデータから骨表面に

適合して手術計画の位置に器械を固定するピンが打てるように設計された特注の器械である。 

世界的に一時的にブームとなったが、精度がナビゲーションより低いことや、使い捨てにも関わらず 10

万円以上で高価であり、手術の 4週間前に発注する必要がある。 

 

・人工関節用ナビゲーション装置（B社） 

一般的な手術ナビゲーション装置では、赤外線カメラでマーカ位置を追随するシステムによって 3 度以

内の精度で人工関節を誘導できるとされている。しかし、手術時間が 30分程度延長し、マーカーピンを

打つ必要があり、ピンの侵襲とそれに伴う感染・骨折が問題とされている。さらに価格が高価なため、

買えないのが現状で大学病院等ごくわずかな施設にしか普及していない。 

 

・簡易ナビゲーション（C社） 

簡易なナビゲーションシステムとして、ここ数年の間で日本にも導入されている。この簡易ナビゲーシ

ョンでは 3Dの手術計画は行なわない。3次元 CTデータを用いて、厳密に人工関節を設置するシミュレー

ションを行った計画を手術で正確に再現することにナビゲーションの良さがあるが、この簡易ナビゲー

ションでは、手術前計画は簡易的で、術中に器械に取り付けた重力センサで骨と器械の角度を計測する

ことで、適切なアライメントに内外反・伸屈角度を修正し誘導する（回旋角度は誘導不能）。使い捨てで

10 万円と高価である。 

 

・本事業計画のナビゲーション 

手術器械に搭載した 3D スキャナで自動レジストレーションを行い、正確（1 度・1mm）な設置を目指す。

赤外線マーカが不要なため、ピンによる余分な侵襲がない。自動化により操作の簡略化を図る。コンピ

ュータ上に CT データを取り込み、3 次元化して人工関節を設置するシミュレーションを行う作業は煩雑

で、ナビゲーション装置の普及を妨げている一因となっている。一方、本事業計画のビジネスモデルで

は、CTデータをドクターからインターネットを使って受け取り、3D手術計画立案をサービスとして提供

する。1 症例毎にナビゲーション貸出器械も 3D 手術計画案作成サービスとパッケージとして提供し、医

師の作業負担低減を図る。 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 
H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）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

要素技術開発

・姿勢誘導装置の操作性・精度向上
・内面形状測定機の技術応用
  医療器械（洗浄・滅菌・防水）に対応
する３Dスキャナ開発
・スキャナ画像と手術計画象とのマッチ
ングによる現在位置算出

量産品開発
【製品名】
姿勢誘導モジュール

.

試作機開発・改良
【製品名】
膝用ナビゲーション

臨床研究
【製品名】
人工膝関節用ナビゲーション

JIGEN人工膝関節器械改良Type1

髄外式人工膝関節器械改良Type2

量産機開発
【製品名】
人工膝関節用ナビゲーション

薬事申請
【製品名】
人工膝関節用ナビゲーション

★

試作機開発・改良
【製品名】
人工股関節用ナビゲーション

人工股関節用ナビゲーションの試作

臨床研究
【製品名】
人工股関節用ナビゲーション

量産機開発
【製品名】
人工股関節用ナビゲーション

薬事申請
人工股関節用ナビゲーション

股関節臼蓋骨を３Dスキャナで撮像11
例

★

知財対応
国内特許取得
CPT出願
米国特許出願

販売戦略

上市時期

臨床試作品開発（一次）

臨床試験用試作品開発（二次・）

Type1：5台,Type2：5台合計10台

精度・安全性・耐久性試験

（PMDA：薬事戦略相談）
PMDA：開発前相談

第三者認証機関相談

★姿勢誘導モジュール

薬事届出

臨床研究モニター

膝３D撮像マッチング試験

臨床試作品開発（一次）

第三者認証機関相談
クラスⅠ

臨床試作品開発（2次）

製品化

臨床研究

ナビゲーション誘導能試験Type1

広報戦略・実施

広報戦略・実施

臨床研究

ナビゲーション誘導能試験Type2

量産試作製造

改良設計

EMC試験・安全性試験

第三者認証機関認証

包装・貸出管理運用ツール製造

製品化

★
H30.7 膝関節用ナビ上市（国内）

★
H31.6 股関節用ナビ上市（国内）

円錐３Dスキャナ試作品開発（一

カラースキャナ臨床試作品開発（2次）

精度・安全性・耐久性試験

臨床研究モニター

膝３D撮像マッチング試験

臨床研究モニター

膝３D撮像マッチング試験

円錐３Dスキャナ性能評価

第三者認証機関認証
HH31.2

臨床研究

ナビゲーション誘導能試験

精度・安全性・耐久性試験

量産試作製造改良設計

包装・貸出管理運用ツール製造

EMC試験・安全性試験

臨床試験用試作品開発（3次・）

5台

精度・安全性・耐久性試験

権利化可能項目、競合の調査

装置運用方法等、

事業運営のルール化

手術器械の開発

姿勢誘導モジュールの開発

３Ｄスキャナの開発

ナビゲーション

ソフトウェアの開発

（マッチング改善）

★
H29.5 姿勢誘導モジュール上市（国内）
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 1) 投資回収計画 

Knee-３D スキャンナビ 

 

 ① 国内 

 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） 0.70 0.99 1.00 0.63 1.25 2.49 1.99 1.50 2.19 2.00 

 うち委託費 0.40 0.79 0.80 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.30 0.20 0.20 0.63 1.25 2.49 1.99 1.50 2.19 2.00 

売上高（単位：億円） － － － 0.57 1.54 3.61 3.37 2.85 2.19 2.00 

販売症例（単位：例） － － － 480 1680 4410 6483 7779 7300 7300 

販売数量（単位：台） － － － 16 40 91 70 43 40 30 

 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） － － － － － 0.02 0.14 0.52 0.69 0.86 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － 0.02 0.14 0.52 0.69 0.86 

売上高（単位：億円） － － － － － 0.00 0.11 0.74 1.11 1.49 

販売症例（単位：例） － － － － － 0 80 700 1500 2500 

販売数量（単位：台） － － － － － 0 3 20 27 33 

 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） 0.70 0.99 1.00 0.63 1.25 2.51 2.13 2.02 2.88 2.86 

 うち委託費 0.40 0.79 0.80 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.30 0.20 0.20 0.63 1.25 2.51 2.13 2.02 2.88 2.86 

売上高（単位：億円） － － － 0.57 1.54 3.61 3.48 3.59 3.30 3.49 

販売症例（単位：例） － － － 480 1680 4410 6563 8479 8800 9800 

販売数量（単位：台） － － － 16 40 91 73 63 67 63 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

販売開始 3 年で既存ナビゲーションのシェア 4～5％の手術件数（年間 4 千例）を超える計画 

 

1台の人工膝関節ナビゲーション装置で月間2.5症例の手術件数の貸出出荷に対応可能と計算し販売台

数を設定（ナビ器械＋３D スキャナ＋PC ソフトウエア コスト 180 万、メーカーの独占販売権、年間購

入数 30 台をノルマとして販売価格数量特価 300 万円を想定） 

 

1 例 2 万円で CT をコンピュータ上で 3 次元化し、3 次元手術計画を立案代行し Web でユーザーへ配

信するサービスを行う。 
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投資回収計画 

Hip-３D スキャンナビ 

 ① 国内 

 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） 0.70 0.99 1.00 0.39 0.78 1.51 1.23 0.97 0.90 0.80 

 うち委託費 0.40 0.79 0.80 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.30 0.20 0.20 0.39 0.78 1.51 1.23 0.97 0.90 0.80 

売上高（単位：億円） － － － 0.32 0.86 2.03 1.90 1.60 1.50 1.20 

販売症例（単位：例） － － － 480 1680 4410 6483 7780 7300 7300 

販売数量（単位：台） － － － 9 23 51 39 24 20 18 

 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） － － － － － 0.02 0.14 0.39 0.31 0.26 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － 0.02 0.14 0.39 0.31 0.26 

売上高（単位：億円） － － － － － 0.00 0.11 0.52 0.46 0.38 

販売症例（単位：例） － － － － － 0 100 500 800 1000 

販売数量（単位：台） － － － － － 0 3 14 10 6 

 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） 0.70 0.99 1.00 0.39 0.78 1.53 1.37 1.36 1.21 1.06 

 うち委託費 0.40 0.79 0.80 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.30 0.20 0.20 0.39 0.78 1.53 1.37 1.36 1.21 1.06 

売上高（単位：億円） － － － 0.32 0.86 2.03 2.01 2.12 1.96 1.58 

販売症例（単位：例） － － － 480 1680 4410 6583 8280 8100 8300 

販売数量（単位：台） － － － 9 23 51 42 38 30 24 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

販売開始 3 年で既存ナビゲーションのシェア 4～5％の手術件数（年間 2 千 400 例）を超える計画 

 

1台の人工膝関節ナビゲーション装置で月間2.5症例の手術件数の貸出出荷に対応可能と計算し販売台

数を設定（ナビ器械＋３D スキャナ＋PC ソフトウエア コスト 180 万、メーカーの独占販売権、年間購

入数 30 台をノルマとして販売価格数量特価 300 万円を想定） 

 

1 例 2 万円で CT をコンピュータ上で 3 次元化し、3 次元手術計画を立案代行し Web でユーザーへ配

信するサービスを行う。 
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投資回収計画 

姿勢誘導モジュール 

 ① 国内 

 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） 0.70 0.99 1.00 0.22 0.29 0.34 0.33 0.34 0.29 0.25 

 うち委託費 0.40 0.79 0.80 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.30 0.20 0.20 0.22 0.29 0.34 0.33 0.34 0.29 0.25 

売上高（単位：億円） － － － 0.24 0.34 0.40 0.36 0.36 0.30 0.30 

販売数量（単位：台） － － － 27 38 45 52 52 35 35 

 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） － － － － － － － － － － 

 － － － － － － － － － － － 

 － － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：台） － － － － － － － － － － 

 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） 0.70 0.99 1.00 0.22 0.29 0.34 0.33 0.34 0.29 0.25 

 うち委託費 0.40 0.79 0.80 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.30 0.20 0.20 0.22 0.29 0.34 0.33 0.34 0.29 0.25 

売上高（単位：億円） － － － 0.24 0.34 0.40 0.36 0.36 0.30 0.30 

販売数量（単位：台） － － － 27 38 45 52 52 35 35 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

姿勢モジュールの製造コストは 60 万円。メーカーへ独占販売権を与え、販売ノルマを年間 20 台として

数量割引販売とし、1 台の販売価格 150 万円を予定。簡易ナビゲーション装置として早期に製品化し、

販売する。骨切り術等への応用も提案して販売数を伸ばす。 

 

 

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”   

人工関節医療の 3 次元化サービスの展開 

既存のナビゲーションが普及していない理由の 1 つとして、3 次元手術計画のための CT 画像の画像処

理作業に 1 例あたり 30 分かかることが挙げられる。この作業を 1 例毎のサービスとして提供し、ナビゲ

ーション装置の貸出とパッケージにしてビジネスを展開する。具体的には、医師が CT データをインター

ネット上にアップロードすると、ナビゲーションの貸出発注→手術計画案の提供→人工関節の発注→術

中のナビゲーション装置の貸出→術後 CT データによる 3 次元設置評価までの一連の人工関節医療サー

ビスが提供される。このサービスによって人工関節医療がデジタルで記録され、エビデンス情報として
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の有用性が高いため、医師は使用を継続すると見込んでいる。 

 

 

 

大手人工関節メーカーとの業務提携 

人工関節メーカーにとって、人工関節の手術計画が 3 次元的に正確に立案され、使用する機種・サイ

ズを絞った発注（3 次元手術計画の情報）が行われると、人工関節と手術器械の流通在庫削減につながる。 

大手人工関節メーカーとの業務提携により、手術ナビゲーションの運用を委託し 3D 手術計画情報を人

工関節の受注システムおよび流通システムに組み込むことで（上図参照）、3 次元手術計画による確実な

機種手配が実現し、流通在庫削減効果を生み出すため、本システムは継続的に使用されることが見込ま

れる。 

 人工股関節と人工膝関節で別の企業へ業務提携を提案しており、各社社内にて審議中である。 

人工関節設置評価方法の 3 次元化推進 

レントゲン写真を用いた 2 次元の角度計測によって人工関節の設置評価が行われている現状に対し、

CTデータを使用して骨の 3次元座標系を基にした 3次元設置位置評価（設置精度や手術計画の良し悪し）
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が CAOS 研究会や人工関節学会で議論され始めている。この 3 次元評価の普及のために WEBで CTデータ

を受け、三次元手術計画立案及び術後評価を代行するビジネス体制を構築する。現在の人工関節のレジ

ストリが将来 3次元評価へ移行することを見越したデータバンクシステム構築も併せて行っていく。 

 

 

 2) ビジネス体制 

平成28（2016 ）年6月時点

上市後のビジネス体制

手術器械貸出・販売・トレーニング

製造企業
医療機器製造業[13BZ200855]

(株)レキシー
• ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ構築・品質管理
• 工学/臨床試験結果解析
• ３D手術計画案の提供サービス

一般病院

代表機関

人工関節学会
• ナビゲージョン装置使用促

進、貸出プロモート

製造企業
管理医療機器販売業

医療機器製造業［11BZ200260］

㈱アルスロデザイン
• 器械設計製造
• 販売戦略指揮
• 製品販売、貸出管理
• ３D手術計画案の提供サービス

平成28（2017）年3月時点

SL

PL

研究機関

NPO法人
三次元工学会
• 3Dスキャナの品質管理

再キャリブレーション

製造・製販企業
医療機器製造業[11BZ200229]

第二種医療機器製造販売業[11B2X10026］

㈱コスミックエムイー
• 電子ﾊｰﾄﾞｳｪｱ管理
• 制御プログラム管理
• 電子部品修理交換

中

中

中

提携
インプラントメーカ各社

• 医師へトレーニング
• ナビ手術器械貸出運用
• 装置メンテナンス

人工関節設置3D評価
データバンクシステム

• 登録、集計等管理

手術器械修理メンテナンス

臨床評価病院A

臨床評価病院B

臨床評価病院C

 
 

 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 PMDA 相談（2015 年 11 月@PMDA） 

  薬事分類、クラスⅡ手術ナビゲーションに該当すると考えているのであれば、まず第三者臨床機関

に相談し、認証では扱えないとされた場合その理由を明確に聞いてから再度 PMDA に相談に来るよ

う指示を受けた。 

 第三者認証機関 bsi 相談（2017 年 3 月 27 日@bsi 社） 

クラスⅡの手術ナビゲーションの認証実績のある bsi 社の見解として、既存の手術ナビゲーションは

光学マーカーにより誘導を行うが、本製品は姿勢センサで角度誘導する。また、スキャナによるレジ

ストレーションは光学式マーカーによるトラッキング方式と異なるので、既存ナビゲーションと同

等ではなく認証で扱えないと回答を受けた。 

 第三者認証機関 認証による薬事相談（2017 年 5 月 17 日＠bsi 社） 

骨に対する手術器具の現在位置をコンピュータに認識させる“レジストレーション”を 3D スキャナ
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で簡便且つ短時間に正確に行うことに本製品の強みがあるため、この 3D スキャナによるレジストレ

ーション機能を残して、光学式のトラッキング方式を開発中のシステムに組み込んだ装置構成で認

証によって薬事取得可能か相談した。 

具体的には、慣性式姿勢センサに取り付けた光学マーカ位置を安価な赤外線 3 次元カメラでトラッ

キングして、方向を慣性式姿勢センサによって補正する方式(慣性式と光学式によるハイブリットの

トラッキング方式)とした場合には認証で薬事取得可能か相談した。bsi 社から、近年薬事認証機関

への監査が厳しくなっていること、一旦第三者認証機関が認証した製品においても、後の監査で承

認品に該当する新規技術が認証品のオプション製品に含まれていたために製品全体の認証が取り消

され回収となった事例が挙げられ、認証機関では新技術要素の含まれた製品を認証で薬事取得する

ことは出来ないと回答を受けた。 

これに対して、認証で承認を受ける製品構成と、認証では承認を得られない製品構成に開発品目を

分け、認証段階と承認段階で製品開発計画を 2 期に分けて製品化する方式を相談した。具体的には、

認証で承認可能な既存のナビゲーション部品の構成でまずクラスⅡの認証を得て、既存認証品に新

技術の構成部品を追加して臨床試験を実施する方式として、臨床試験を申し込む病院で倫理委員会

に通しやすくする。これにより多施設での臨床試験の実施を可能にする。そして多くの施設での結

果を短期間で収集し、新方式のナビゲーションとして承認を獲得する計画とした。上記方式で、認

証機関で対応可能か問い合わせた。 

これに対する bsi 社の回答は、①PMDA にまず相談することが得策であること、②既存技術を認証

で、新技術を承認で取得する計画が明示されることで、PMDA に対して正当な認証を行っている認

証機関であることを表明でき、認証可能になると回答を得た。近日中に PMDA にこの認証と承認の

2 段階を経て、新方式のナビゲーションをクラスⅡの薬事承認する計画について相談を申し入れる。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

3D スキャナで骨を 3 次元撮像し、手術計画の 3D 画像とのマッチングによって現在の器械位置と手

術計画の差角を算出し、2 つの姿勢センサによる相対角度計測によって手術器械を計画の方向へ誘導

する方式と構造を請求項としたナビゲーション器具について特許取得した（特許登録番号 5945865 

2016 年 6 月 10 日登録［人工関節置換術用ガイド器具］）。 

その後、米国に PCT 出願し、特許性が認められ米国で本出願し査定中である。米国で出願したシス

テム特許の内容に準じて、日本国内においてもシステム特許の内容に拡張し、手術器具の構造特許

に加えて手術計画誘導システムとする内容を追加して新たに特許出願した。このシステム特許を

2017 年 4 月 14 日特許取得することができた(登録番号 6123061［ガイド機器設置誤差検出装置］)。

日本国内においては、3D スキャナを用いた手術器械のナビゲーションに関して権利化できている。

整形外科分野の先進国である米国での特許化が期待される状況である。 

本年度、角度計で薬事届出し製品化した角度計（相対角度センサ）については、特許名称[人工股関

節設置システム] 登録番号 5870353 ですでに特許化しており、この相対角度センサを用いた角度計

を応用した使用例を特願 2012-267211 角度計測システム及びプログラムで出願した特許申請が査定

中になっている。 

 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） 

米国PCT出願後、米国での特許出願の現況と保有特許について、米国における特許性の精査の結果、

特許性があると判断されたため、特許出願を行った。 
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アメリカ合衆国 14/410, 437 「関節置換術用ナビゲーション装置，そのプログラム，手術支

援装置」 出願日 2014 年 12 月 22 日 査定中 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発リスクの明確化と対応 

姿勢誘導モジュールの三次元相対角度計測能については、高精度に三次元相対角度計測を行うため

のノウハウが蓄積され、まず「角度計」として製品化することができた。今後、関節可動域の計測

や、骨切り術への応用などにおける臨床現場のニーズも収集して、ユーザビリティを向上させ医療

現場で使用しやすい「三次元相対角度計測器」として確立し、さらに製品応用のため周辺機器の開

発を継続する。 

 

人工膝関節においては、臨床で撮像した皮質骨部分の３D 画像と手術計画のマッチングによって手

術器械の現在位置の特定に目途が立った。最大のリスクはマッチングが困難な人工股関節の臼蓋の

３D 撮像である。臨床現場で確実な臼蓋撮像・位置合わせ処理を行えないと、ナビゲーションシス

テムとしての価値が損なわれる。この点を解決する課題管理・技術開発・品質管理に注力し、ロバ

ストな装置へと組み上げる必要がある。 

 

新方式のナビゲーションの開発リスクとして、製品化しても保険点数が加算されなければ、売れな

いリスクが挙げられる。「トラッキングは光学式であること」という認証への必要要件が開発中のナ

ビゲーションに当てはまらないことや、新規性の高い構成品が含まれていた認証品が、認証を取り

消され製品回収になった事例を根拠として、第三者認証機関に認証での薬事取得を否定された経緯

がある。一方、認証でなく承認で薬事取得するためには臨床試験に基づいたエビデンスデータが必

要となり、その為に長期間のデータ収集が必要となる。さらに、薬事が取れていない新規性の高い

機器の臨床試験は臨床研究依頼先の倫理委員会で認められにくいため、臨床データ収集計画の遅れ

が予測される。 

 

この開発リスクへの対応手段として、開発品に赤外線のデジタルアナライザーと光学式マーカを製

品構成に加えることで「トラッキングは光学式であること」の要件を満たす製品構成とする。コン

ピュータに器械の現在位置を知らせるレジストレーションを３D スキャン・マッチングによって行

う方式として装置の優位性を担保しながら、既存のナビゲーション・システムとしての要件を満た

し、既存のナビゲーションとの同等な製品構成部分における薬事をまず認証で取得する。その後、

製品化したナビゲーション・システムを用いて新規性の高い構成部分の臨床データを収集、承認で

二期的に薬事取得する段階的な開発計画とする。これにより早期製品化し、販売しながら、新技術

のナビゲーション部分の臨床試験データを早期に収集可能にする。 
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 薬事申請に必要なエビデンス収集 

大手人工関節メーカーと人工膝関節用の共同研究開発の提携に内諾を得て、契約書作成、締結の段

階に入っている。人工関節メーカーとの共同研究開発における分担依頼内容の主な項目は、３D ス

キャナによる手術計画誘導能の臨床データ収集である。人工関節手術器械の現在位置を３D スキャ

ン・マッチングにより特定し、計画位置との差角を調整後に再度３D スキャン・マッチングするこ

とで手術器械が計画と一致したことを術中に確認し、骨切除し人工関節を設置する。さらに人工膝

関節の術後設置位置と手術計画との差角を調査するための術後 CT データを収集する。３D スキャ

ナによって人工膝関節を計画位置へ誘導する新技術の有用性を立証するためのデータ収集を１００

例依頼する契約内容になっている。この３D スキャナのみを用いた方式（光学式トラッキングや姿

勢センサを用いない方式）では、センサ固定用のピンが不要であると同時にセンサの操作も不要で

ある為、手術時間の短縮が見込める。本方式で計画位置への誘導操作にかかった時間もデータ収集

する。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

大手人工関節メーカーと提携して本事業計画のサービスを標準的な人工関節販売時のサービスとし

て展開する。3 次元手術計画案の提出➡ナビゲーション貸出➡3D 術後評価までパッケージとして提

供することで、業界の標準的なサービスとして、広く普及するように仕掛ける。物流システムにお

いて人工関節メーカーの既存の手術器械貸し出しサービスを活用し、１症例毎の人工関節の出荷品

目数を 3D手術計画情報によって削減し、流通コストを抑えるサービスを提供する。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

人工関節メーカーとの提携により、現場に密着したセールス担当員と共同にてアフターサービスを

行うと同時に、顧客のニーズを反映した製品改良を行う。QMS 等の品質保証体制構築を人工関節メ

ーカーと共同で行う。提携先の人工関節メーカーの流通拠点において、装置の返却時・出荷時にお

ける品質検査体制を構築する。 

 広報・普及計画 

人工関節の術後評価には、レントゲン写真を用いて２次元で計測する方法が主流であったが、近年

CT による 3D 画像化ソフトウエアの普及で３次元的な設置位置評価の必要性が学会で認識され始め、

３次元計測ソフトウエアを用いた計測の報告が増えてきた。しかしながら、研究発表を主な目的と

しないドクターはレントゲンを用いて評価を行っている。これは CT データの画像処理作業の煩雑さ

やソフトウエアの購入予算がつかないなどの導入障壁があるためである。CT データのインプラント

WEB アップロードから 3 次元手術計画立案➡ナビゲーション貸出➡3D 術後評価までの一貫した人工

関節医療３次元サービスを安価に提供し広く普及させることで、正確なナビゲーション手術を普及

促進する。 
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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 クラスⅡの既存ナビのカテゴリー認証 

② 第 3者認証機関の能力・体制 

光学式トラッキングの機能が認証での薬事取

得の要件であり、姿勢センサでのトラッキング

では認証で扱えないとの指摘に対する開発計

画の見直し 

③ 薬事認証を経て、新技術部分を承認で薬事取得

するまでの期間短縮 

① PMDAに確認済み。11月第 3者認証機関相談 

② 認証実績のある機関の選択（手術ナビゲー

ションの認証実績を持つ bsi 社へ依頼交渉

中）。市販 3Dカメラ Kinect の起用により、

姿勢センサに付けた光学式マーカをトラッ

キングできる機能を追加する。 

③ 認証資料作成協力 

④ PMDA への認証製品構成と承認製品構成を 2

期的に薬事取得する計画の容認と薬事取得

支援を得る 

⑤ 多施設のマルチセンタースタディーによる

早期のデータ収集による新方式のナビゲー

ションの薬事許認可の獲得 

知財 

① 米国 PCT→本出願→審査中 

② 国内特許→特許取得➡システム特許に拡張し

て新たに特許申請 

① 特許化により米国の大手人工関節メーカー

と提携を有利にする。 

② 改良点などの追加特許申請 

4 月 14 日システム特許に拡張した出願が

特許化 特許第 6123061 

技 術 ・

評価 

① スキャナ精度・マッチング精度向上 

② 姿勢誘導モジュールセンサの再現性のある無

線通信、正確な方向計測。 

① スキャナの撮像精度向上 

スキャナのレーザビーム幅の均質化によ

って、正確な３D 計測が行えるよう改良

を図った 
② ソ フ ト ウ エ ア 改 良 に よ り 安 定 し た

Bluetooth 接続が可能となった。また、誤

差の発生とリセット機能の搭載により、正

確に方向計測を行えるようになった。 

その他

事業化

全般 

① 人工関節メーカーとの業務提携 ① 人工膝関節:大手人工関節メーカーに提携

打診 

膝関節の臨床研究先との臨床研究およ

び膝関節用のスキャナ開発へご協力頂

いており、この臨床研究には上記メーカ

ーの人工膝関節を採用して行っている

ことから、共同研究開発による製品化契

約に積極的になっている。股関節につい

ては、提携交渉先の国内審議は第一段階

を通過し、さらに上層部で審議中であ

る。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

人工股関節と人工膝関節のナビゲーションシステムの製品化に向けて、システムを構成する手術器械、3D スキャナ、姿勢誘導モジュール、ナビゲ

ーションプログラムの開発・改良を実施する。姿勢誘導モジュール単独、3D スキャナ単独、ナビゲーションシステムに対し、非臨床・臨床での性能・

精度検証試験を実施、問題点を開発にフィードバックさせることでナビゲーションシステムの完成度を高める。 

CT データを基に電子化された術前計画→術中誘導→術後 3D 評価までの人工関節医療情報を集積したデータベースシステムを構築するために、3D

データベースのフォーマットと登録システムの仕様を決定し実装を開始する。 

事業の管理・運営を目的としたミーティングを毎月開催し、各開発項目の進捗把握と軌道修正を行う。マーケティングの目標設定と実践、知財戦

略立案を継続的に行い、上市後に円滑な事業運営を行えるようにノウハウを整理、体制を整備していく。 

 

(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 

人工膝関節用ナビゲーション装置 人工膝関節用手術器械に 3D スキャナを搭載した器械ユニット、ナビゲーションソフトウエアを搭載した PC ユニッ

ト、そして姿勢誘導モジュールから構成されている。 

人工股関節用ナビゲーション装置 人工股関節用手術器械に 3D スキャナを搭載した器械ユニット、ナビゲーションソフトウエアを搭載した PC ユニッ

ト、そして姿勢誘導モジュールから構成されている。 

姿勢誘導モジュール 手術器械を 2 つのセンサの相対角を用いて、現在位置から手術計画の位置に姿勢を補正誘導する姿勢誘導モジュール 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28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手術器械の開発 

(ア) 膝関節用手術器械の開発 

アルスロデザイン㈱が 3Dスキャナ・姿勢セ

ンサを搭載可能な人工膝関節ナビゲーション

用手術器械を 10台開発、臨床試験用に準備す

る。 

(イ) 股関節用手術器械の補助装置の開発 

アルスロデザイン㈱が人工股関節用手術器械

の初期設定位置確定機能を実装する。さらに、

スキャン時の手術器械のブレ抑制用の 3 軸保

持アームを製造する。 

▶ 

【進捗 90％：△】 

（ア） 膝関節用ナビゲーション器械 

既に臨床で使用され一定評価の得られている術前

計画連携手術器械JIGEN®にスキャナを搭載した手術

ナビゲーションの臨床評価を 6例実施した。JIGEN

手術器械を設計改良し 3Ｄスキャナの装着可能な臨

床評価用器械部品 10台分を製造した。脛骨側の手術

器械においては、3Ｄスキャナと姿勢モジュールを装

着可能な試作器を 10台製造した。JIGEN®同様にこの

器械は CTデータからコンピュータ上で 3次元的に器

具を計画位置に設置するための器械調整パラメータ

を算出できる。臨床評価用器械部品を 10台製造、5

月中に薬事届出する予定。 

（イ）手術アーム 

既存の手術アームに装着可能な汎用型保持金具

▶ 

（ア） 膝関節用ナビゲーション器械 

今後の他施設における臨床試験のために、製

造したナビゲーション手術器械部品を委託し 5

月中に薬事届け出を完了する。 

脛骨側の手術器械はソフトウエア上で骨性の

指標をデジタイズすることにより、器械の手術

調整パラメータが算出されるように製作できて

いるが、実際の臨床で患者個々に算出した調整

パラメータに調整した器械をその患者に設置し

た際に、患者個々の骨指標点に器械が適合する

か評価する必要がある。脛骨粗面、PCL 付着部、

外側果部に評価点を置いて臨床評価を行う。 

（イ）手術アーム 

股関節用手術器械の補助装置手術アームに必

要な操作性・固定性を得られるのは油圧式だと
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平成 28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 

（スキャナ/手術アームアダプタ）を試作し、窒素ガ

ス式、油圧式、ネジ止め式の 3タイプの手術アーム

のデモ器械へ装着して、操作性・固定性を確認した。 

判断した。今後、姿勢誘導モジュールが搭載可

能な以下の試作器械開発を進める。 

「今後試作・開発すべき器具」 

①手術ドリル用のガイドスリーブ 

②臼蓋コンポーネント打込スリーブ 

② 姿勢誘導モジュールの開発 

股関節・膝関節ナビゲーションシステムに

共通して搭載する姿勢誘導モジュールのユー

ザビリティを向上、完成させる。埼玉県産業

技術総合センターが異方向での相対キャリブ

レーションの基本アルゴリズムを提供する。

㈱コスミックエムイーが誘導モジュールの通

信・計測プログラムを実装する。㈱コスミッ

クエムイーが EMC 試験・安全性試験を実施す

る。アルスロデザイン㈱が本モジュールを人

工膝関節手術器械に搭載し、安全性・有効性

の臨床試験を実施する。 

▶ 

【進捗 80％：△】 

埼玉県産業技術総合センターが、異方向での相対

キャリブレーション機能を開発、角度誘導能を検査

し、㈱コスミックエムイーにアルゴリズムを提供し

た。㈱コスミックエムイーが誘導モジュールの計測

プログラムを実装し、ロール・ピッチ・ヨー回転角

度の目標位置と器械現在位置との差をグラフ表示す

る PC 画面出力・データ出力機能を開発した。プログ

ラム改良により、無線通信の安定性が向上した。埼

玉県産業技術総合センターが、本モジュールの精度

評価を実施するとともに、計測誤差を最小化するた

めの計測条件やプロトコルを決定した。アルスロデ

ザイン(株)が、開発チーム外の医師へのユーザビリ

ティ評価を実施し、意見をフィードバックすること

で改良を図っている。誘導能の再現性向上のために、

2 つのセンサを正確に平行に保ってキャリブレーシ

ョン可能で、充電機能も兼ね備えた“キャリブレー

ションドック”を開発した。最終的なセンサの筐体

外装を設計し、手術器械の定位置に再現性良く簡単

に脱着できるアダプタを製造した。 

▶ 

①無線通信の安定性の向上 

②角速度の計測可能上限が大きく、正確に方向

計測可能なセンサの調査 

③術前計画ソフトウエアとの通信・連携方式の

見直し。現在のマニュアル操作を自動化し、臨

床現場での使用に耐えうるようにする。 
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平成 28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 

③3Dスキャナの開発 

(ア) 膝関節用 3D スキャナの精度検証 

三次元工学会が膝用スキャナの精度担保用

の簡易精度検査装置を開発する。円筒ゲージ

の計測で半径と RMS がともに 0.5mm 以内で撮

像可能にし、膝関節用３D スキャナによる立

体撮像画像の精度を担保する。 

(イ) 股関節用 3D スキャナの改良試作 

埼玉医科大学と三次元工学会が、撮像範囲拡

大用に円錐ビーム照射方式スキャナの二次試

作を開発し、臼蓋底の形状を撮像可能にする。

同様に軟部組織除去機能を実装し、臨床で骨

部分のみの撮像を可能にする。三次元工学会

が円錐ビームスキャナ用の精度担保用の簡易

検査装置を開発する。リングゲージの計測で

半径と RMS がともに 0.5mm 以内で撮像可能に

する。 

▶ 

【進捗 80％：〇】 

 (ア) 撮像精度確認用の簡易検査装置を製造し

た。 

(イ)  

① カラーカメラを搭載したカラー3D スキャナの開

発は、本体と計測ソフトウエアの試作した。し

かし手術室で 2 回撮像を行う方式の負担が多い

こと、適切なカラーバランスを得ることが難し

いことから、 

② 臼蓋底の形状を計測可能な 3D スキャナ（円錐ビ

ームスキャナ）を試作製造した。しかし構造上、

臼蓋の狭い患部には挿入が困難と判断し、採用

を断念。 

③ 現行のビームスキャナの改良：レーザー光源か

らのレーザ幅が不均一であったため、スキャン

精度の低下していた。この問題に対し、レーザ

ユニットの再設計を行い、性能改善を図った。 

▶ 

①レーザ光の幅が広くなり、正確に形状計測で

きなくなる問題 

②臨床現場で先端部が血液等で汚れた際に、す

ぐに撮像品質を回復可能な機構の実装 

④ナビゲーションソフトウエアの開発 

(ア) 膝関節用ソフトウエアの開発 

㈱レキシーが 3D 手術計画ソフトに膝のナビ

ゲーション機能と手術器械の 3D 画像表示・設

置調整パラメータ算出機能を実装する。 

(イ) 股関節用ソフトウエアの試作 

㈱レキシーが主体となって、術前計画ソフト

ウエア上に人工股関節の手術器械の 3D 表示、

調整パラメータの算出機能を実装する。㈱レ

キシーが 3D 撮像データを CT 画像上へ正確か

つ剛健にマッチングできるようにアルゴリズ

ム改良を図り、骨模型撮像データを対象にマ

ッチング成否の境界条件(初期位置)の解析結

果を提出し、性能を明示する。 

▶ 

【進捗 60％：△】 

（ア）ナビソフトウェアに先駆けて、3Dスキャナの

臨床試験用の脛骨用手術計画連携プログラムに関し

て、器械パラメータの算出機能を実装した。 

（イ）マッチングアルゴリズム改善のための、マッ

チング性能ツールを開発した。本マッチング前のラ

フマッチングの性能改善が重要と考え、論文調査を

基にアルゴリズムを選定し、上記マッチングツール

に組み込んで、臼蓋の臨床撮像データでラフマッチ

ング性能を向上できるかどうか調査した。結果、臼

蓋は球体に近く特徴が少ないため、通常の特徴量を

単に使うだけでは、目標とするラフマッチングの性

能改善は得られなかった。 

▶ 

（ア）CAD データを受け取り次第、データ取り

込み作業実施。 

（イ）臼蓋形状から、特徴を鋭敏に抽出、CTと

３D 撮像データ間で正しい位置対応を安定的に

取得することを目的として、臼蓋形状の特徴解

析を行う。また、Deep Learning ベースのマッ

チングで目的達成できるかどうか、調査・検討

を行う。 

⑤ナビゲーションシステムの検証 

(ア) 膝関節用ナビゲーションシステムの

検証 

埼玉県産業技術センター、アルスロデザイ

ン㈱が、骨モデルを用いて人工膝関節 3Dスキ

▶ 

【進捗 80％：△】 

(ア) 膝関節用ナビゲーションシステムの検証 

3D手術計画の骨切除位置を再現した大腿骨模型を試

料とする実験室検証のプロトコルを策定した。大腿

骨骨模型と膝用ナビゲーション試作器械の相対配置

▶ 

ア）膝関節用ナビゲーションシステムの検証 

現行のスキャナ撮像は膝遠位から近位側にスキ

ャニングする方式であるが、外側から内側にス

キャニングする方が良い撮像ができるであろう
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平成 28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 

ャンナビゲーションシステムの検証実験を行

い、工業用非接触式３D スキャナでの計測値

を真値として本システムの現在方向の算出性

能を定量評価し、屈曲伸展、内外反、回旋角

度それぞれについて最大３°以内の結果が得

られるようにする。アルスロデザイン㈱が臨

床での撮像試験により 10 例分の撮像データ

を取得する。 

(イ) 股関節用ナビゲーションシステムの

検証 

㈱レキシーとアルスロデザイン㈱、埼玉県産

業技術総合センターが、位置算出性能の検証

実験が正確に行われるよう、検証試験用の計

測ツールを製作、検証品質を管理する。アル

スロデザイン㈱、埼玉県産業技術総合センタ

ー、日産玉川病院が 5 体の骨模型を用いて新

方式のナビゲーションの方向算出性能の検証

実験を行い、工業用３D スキャナでの計測値

を真値として本装置の現在方向の算出性能を

定量評価、スキャナ軸の XY 平面投影角と XY

平面投影角それぞれについて最大３°以内の

結果が得られるようにする。同様に骨模型を

対象とした既存ナビゲーション装置との比較

実験を行い、最大３°以内の結果が得られる

ようにする。日産玉川病院とアルスロデザイ

ン㈱が、ナビゲーションの位置算出性能の臨

床評価を 5 例実施、既存ナビゲーション装置

の誘導性能との比較試験を行い、臨床現場に

おいても最大３°以内の結果が得られるよう

にする。 

を、3D 撮像/マッチングによる推定結果と非接触 3

次元計測装置 COMET を用いた計測結果との比較を臨

床対象例の 5 例に対して行った。両者の回転ズレを

屈曲進展、内外反、回旋で評価したところ、5 例の

ほとんどで、実測と 3 度以内の結果に収まり、各模

型に対し妥当な位置算出能を確認できた。同様に臨

床試験を 6 例実施し、5 例でデータ取得し、開発中

の装置で算出した手術器械位置と術後ＣＴから算出

した手術器械位置を比較した。その結果、開発中の

ナビで計測した手術器械の屈曲伸展、内外反方向は、

5 例のうち 3 例で術後評価と 3 度以内となる結果が

得られた。 

 

（イ）股関節用ナビゲーションシステムの検証 

玉川病院での人工股関節置換手術において臨床試

験を 9 例実施した。そのうち 2 例で最終の誘導まで

行えたが、術中の装置操作の失敗等から、既存ナビ

ゲーションシステムと 3°以内の計測の実現には至

らなかった。 

実験室系では、臨床試験予定の患者の CT画像から

作成した 3 症例分の骨盤模型に対して、模型上に造

形したカップ軸方向を計測し、その設計値と比較を

行った。結果、3例で真値と 3°以内の計測を行えた。

同様に、市販のナビゲーションシステムで同一試料

を対象としてカップ軸方向を計測し、カップ軸方向

の設計値と比較した。その結果、市販ナビでも設計

値と 3°以内で計測されていることを確認した。骨

模型対象の計測においては、開発中のナビシステム

は市販のナビシステムと同等の計測能力があること

を確認した。 

姿勢誘導モジュールの計測誤差の管理が可能とな

ったことにより、ナビ誘導の誤差要因が３D 撮像誤

差、マッチング誤差、器械誤差に絞られた。 

と医師より提案いただき、撮像方向を 90 度変

更する構造の手術器械を作成した。今後の本方

式の 3D スキャナによって手術器械の位置算出

能を向上できると見込んでいる。 

 

（イ）股関節用ナビゲーションシステムの検証 

最大の誤差要因は 3D撮像・マッチングである。

術中撮像で、術中の 3D 撮像画像が、CT 画像と

一致させるための課題を整理する。撮像方法、

CT データの下処理、マッチングアルゴリズム改

良、臨床撮像データの形状解析など、さらに掘

り下げて分析を行い、正確なマッチングを妨げ

ている要因を特定・分割、問題解決を重ねてい

き、ロバストに位置合わせ可能なナビゲーショ

ンシステムへと改良を図る。 

⑥人工関節設置 3D 評価データベースのデー

タ収集システム設計・一部機能の実装着手 

㈱レキシーが人工関節設置の 3D 評価デー

▶ 

【進捗 80％：△】 

3D評価データベース標準化に必要な要件定義を行

い、データベース仕様を作成した。サーバへの CTデ

▶ 

作成した仕様で医師へヒアリングを行う。 

ヒアリングを基に仕様確定し、3D 評価データベ

ースを実装開始する。 
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平成 28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 

タベースの標準化に必要十分な要件を定義す

る。それを基に㈱レキシーが 3D データベース

のフォーマットと登録システムの仕様を決定

し実装を開始する。また、計画の際に複数メ

ーカーのインプラントデータをユーザ医師が

容易に検証できるよう、インプラントデータ

管理・供給システムの仕様を決定する。 

ータ登録システムについて、どのブラウザでも使用

可能で、個人情報の漏洩しない方式のアップロード

アプリを実装した。 

術前計画レポートの出力機能の実装を行った。さら

に、オンラインでのインプラントデータ・供給シス

テムの仕様作成を行った。 

  

オンラインでのインプラントデータ供給システ

ムを実装する。 

⑦薬事戦略 

㈱コスミックエムイーが姿勢誘導モジュー

ルをクラスⅠで薬事取得する。また、姿勢セ

ンサ搭載リアルタイム表示人工膝(股)関節 3D

スキャンナビゲーションシステムについて、

第三者認証機関へ認証で薬事取得可能か相談

する。 

▶ 

【進捗 60％：△】 

（ア） 姿勢誘導モジュールの上市 

姿勢誘導モジュールを一般医療機器の角度計とし

て届け出を行うために下記の事項を実施した。 

・EMC 試験の実施 

 試験機関（沖エンジニアリング株式会社）に EMC

試験を委託し、JIS T 0601-1-2：2012への適合

を証明した。 

・届け出資料の作成 

製品の構成品、目的、使用方法などを整理し届

け出のための申請資料を作成した。 

H29.3 月に届を行い、同月中に PMDAにより受理さ

れ、製品化に至った。 

（イ） ナビゲーションシステムの薬事戦略 

管理医療機器の手術用ナビゲーションユニットと

して開発品を申請するための戦略を検討した。既存

ヒントの性能、使用方法などについての比較表を作

成し、認証機関に相談した。結果、認証機関の見解

では赤外線方式のトラッキングシステムを開発品が

採用していない点が既存品と大きく異なること、ま

た手術用ナビゲーションユニットの定義にその旨が

提示されていることから現状の仕様では当該一般的

名称での申請を認証品として受理することはできな

いと言う判断だった。 

▶ 

ナビゲーションの薬事戦略として、開発品に

この要求に合致するような仕様を追加すること

を検討している。 

H29.5 月に再度仕様変更案を同認証機関に提

示し、新仕様であれば認証品として認められる

か否かの判断を仰ぐ予定である。 

⑧販売・マーケティング戦略 

アルスロデザイン㈱が主体となって、ナビ

ゲーション装置販売先のインプラントメーカ

と医師の装置運用方法、貸出手順、装置保守

手順を明確にする。運営のノウハウと手順を

▶ 

【進捗 80％：△】 

人工膝関節用ナビゲーション 

大手人工関節メーカーと交渉し、臨床研究開発によ

る製品化協力および、人工関節医療の 3 次元化サー

ビスを用いた拡販戦略を軸とした提携に合意の得ら

▶ 

人工関節メーカーについてはお互いにメリッ

トのある条件で話を進められるように、慎重に

協議を行っている。大きな企業であるため、契

約までのステップと期間が長く、最終決定まで

待ちの状態となっている。 
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平成 28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 

逐次ルール化し、一定品質のサービスを安定

供給可能な体制を構築する。 

れる見込みとなっている。 

人工股関節用のナビゲーションにおいては、自社

でナビゲーション製品を持っていない人工関節メー

カーに人工関節販売時の貸出器械として提案、本研

究開発が製品化した際の独占的な販売を前提とした

参画を検討している。 

 

販売経路や方法について公正取引規約に違反しな

いかどうか懸念が挙げられたが、JIRAの流通近代化

委員会から「サービス・製品の無償提供が無い限り

は問題ない」と回答を得た。 

また術前計画の代行サービスについて医師法等に抵

触しないか懸念が挙がったが、厚生労働省医事課に

確認し、最終的な操作、判断が医師であれば問題な

いとの回答を得た。 

 

こちらの話が進めば医師への広いマーケティ

ング等がメーカーを通して進められると期待し

ている。 

 

個別にも学会で有力な医師にアプローチし、

本ナビゲーションを広めてくれる協力者を集め

る活動を進める。 

 

レントゲンによる手術計画が一般的な現状か

ら、CTデータを 3次元化して、3 次元で人工関

節の手術計画を立てることの有用性を整形外科

学会や人工関節メーカーに広く認識してもらう

必要がある。まず、3次元手術計画を一般的に

することがナビゲーション普及の足掛かりにす

るため 3Ｄ手術計画サービス採用を大手人工関

節メーカーに働きかける。 

⑨知財・特許戦略 

上記機関が主体となって、権利化可能な項

目の整理と、競合技術の調査を行い、知財・

特許戦略書を作成する 

▶ 

【進捗 70％：○】 

 新方式の手術ナビゲーション原理については特許

取得済み。米国 PCT出願後、米国特許審査中。相対

角度計（姿勢誘導モジュール）の特許出願に拒絶通

知が出されたが、拒絶理由に対して先行特許との相

違を主張し再審査請求を行った。 

国内特許に関しても米国特許出願の内容に拡張し

たシステム特許出願を行っていたものが 4月 14日特

許化（第 123061号）した。 

▶ 

特許範囲を整形外科用手術器械に特化するこ

とで、特許を取得しやすい。 

 

臨床応用のための手術試用において多くのノ

ウハウ“気づき”があった。今後の特許戦略に

臨床で得たノウハウを製品に反映し特許化して

いく。 

 

⑩事業の管理・運営 

㈱レキシーとアルスロデザイン㈱が共同で

開発メンバーの連絡調整、事業運営及び管理

を実施。月一回のペースで全体ミーティング

を開催する。 ▶ 

【進捗 80％：○】 

2016/9/4、10/23、11/20、12/25, 2017/1/29, 3/16

に Meeting実施。各実験に必要な作業、装置の問題

点、性能の現状について情報共有し、改善策を議論

している。議事録の作成と共有を行った。 ▶ 

各機関への変更指示と変更後の受け取り確認

が曖昧なため、ナビシステムの組み上げ時に不

具合発見となるケースが多く、改善の効率が低

い。要件を明示した専用ドキュメントを作成し、

これをベースに改良依頼と受領確認すること

で、改善を行っていく必要がある。また手順書

を都度作成・編集し、検証などの作業がスムー

ズかつ正確に行われるよう継続的に改善を図

る。 
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(4) 28 年度の到達点（総括） 

・従来の股関節ナビゲーション装置の操作プロトコルでは、スキャナ軸と骨側参照のセンサを平行とする方式であり、患部の切開を拡大する必

要があったが、プロトコル見直しによって骨側参照のセンサを開創部の任意位置に設置可能とし、低侵襲での誘導を実現した。 

・ナビゲーションシステムの検証の結果、姿勢誘導モジュールの角速度の計測誤差に依る誘導誤差の発生を確認した。この問題に対し、誤差を

リセットする機構の導入によって計測誤差削減を図った。 

・臨床試験を実施した症例については、既存ナビゲーションと併用した一連の試験プロトコルで 3D 手術計画への誘導が可能なことを、手術前に

試験対象例の CT データより実物大骨モデルを作成し、3D 計測装置で検証した上で実施した。 

・本ナビゲーションシステムの重要課題であるマッチング精度の向上のため、改善を図った。 

１．既存スキャナの性能検証：工業試験用 3D スキャナによって、本システムの 3D スキャナによる骨撮像能の評価を実施、計測レーザの

幅の不均質性が撮像とマッチングの精度を低下させていることを突き止め、改良を図った。 

 ２．臼蓋臨床撮像データの初期位置推定処理の改善を目的として、特徴量算出・対応抽出による位置合わせの性能試験を行った。結果、既

存の特徴量では正確な初期位置推定を行うために十分な対応が得られず、特徴量を独自設計する等、追加開発が必要なことが分かった。 

・慈恵医大で人工膝関節用手術ナビの臨床研究が倫理委員会の承認を得て 5 例実施、最近の臨床例では広範囲の術中の限られた展開から骨の 3D

撮像ができ、手術計画とのマッチングにより器械の現在位置の算出が可能になった。 

・股関節の検証では 9 例の臨床試験を行ったが、いずれの例においても正確な誘導を行うことはできなかった。解決には正確な 3D 撮像とマッチ

ングアルゴリズムの改良が最重要課題で、試行錯誤を重ねている。また、迅速かつ正確な操作の求められる手術現場に対し、各装置が十分対応

できておらず、検証実験の失敗要因となる場合があった。失敗を踏まえて、手術現場で簡便に使用できるナビゲーションへと改良を加えていく。 

・人工関節 3D データベースの仕様を決定し、一部機能の実装を開始した。 
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姿勢誘導モジュールのソフトウェア画面 
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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 

  

(2) 平成 28 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 

事業体制について、事業の各項目別に記す。 

開発：問題なし 

薬事：問題なし 

知財：問題あり。開発製品に関わる障害知財や抑えるべき知財について予算を割り当て、早期に明確

にできる体制を整える。 

ビジネスモデル検討：上記指摘事項がクリアになったので、現体制で積極的に進めていく。 

 

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。 △一部
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。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 △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。 ○十分

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）。 △一部
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。 △一部

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。 △一部

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。 △一部
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。 △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。 △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。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 ×不十分

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。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 ×不十分

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。 ×不十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △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。 ×不十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ×不十分
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。 ○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。 △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) 事業の進め方 

開発：問題あり。月一回のミーティングで決定した作業内容が、口頭と議事録の記載を以て各機関へ

指示しているが、作業が想定通りに行われていない場合があった。これによって、開発・検証の手戻り

が発生し、遅れの原因となっている。開発依頼書を基にした開発体制を整備し、作業依頼内容と作業後

の動作確認で問題のないことを確認の上で、全体装置に組み込むようにして、装置改善の積み上げがも

っと効率的に行われるように配慮すべきだった。 

薬事：問題なし 

知財：開発・検証作業が優先されている。全体ミーティングで進捗状況をもっと詳細に管理の上、知

財関連調査の予算を割り当て、外部機関に周辺知財の調査を依頼し、労力低減を計るべきだった。 

ビジネスモデル検討：開発・検証作業が優先されている。契約の遅れもあり余裕が少なかったが、全

体ミーティングで進捗状況をもっと詳細に管理する必要があった。 

 

 3) その他 

キー技術の点群マッチングについて、本事業の成功のための入力データ要件とマッチングアルゴリズ

ム要件が明確になっていないことが、本技術の性能改善の遅れの一因となっており、本件の明確化のた

めの検証作業を最優先で進める必要があった。 
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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 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

誘導モジュールの初期位置を平行に固定

する操作プロトコル 

誘導モジュールの初期位置を任意の位置

に設置する操作プロトコル 

最小侵襲手術を行うため。臨床現場での操

作性を向上するため。 

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 姿勢誘導モジュールはクラスⅠの分類で問題ないか？ CME 社がこれまでに薬事取得の委託先として実績のある、沖エン

ジニアリングに相談し、問題なくクラスⅠにて届出を行って製品化し

た。 

股関節/膝関節ナビゲーションは、クラスⅡの分類で間違いないか？ 平成 17 年校正労働省告示第 112 号 基本要件適合性チェックリス

ト（手術ナビゲーションユニット基準）に基づき、既存ナビゲーショ

ンの薬事取得実績のある第三者認証機関に委託して取得する必要が

あることを確認。認証機関に相談した結果、クラスⅡ分類で認証する

ためには赤外線光学撮像カメラによるマーカーの光学的なトラッキ

ングを行う機能がなくてはならないことを指摘された。センサに赤外

線反射マーカを取り付け、光学的トラッキング機能をを追加させて認

証を得る計画とした。認証機関 bsi へ 5 月中に認証での薬事取得を再

相談する。 

知財 相対角度計の特許出願に特許拒絶通知についての対応について。 拒絶の参考特許資料は膝関節に限局し器械的なロータリーエンコ

ーダや角度計を用いて膝関節の動態を計測するもので、取り付け位置

が膝関節に限って有効なのに対し、特許申請内容はより自由度の高い

姿勢センサを用いており、計測する対象の部位や手技に応用範囲が広

く構造的に違うとして反論を提出済み。 

技術・評価 なし  

そ の 他 事 業 ビジネスモデルが不透明。業界の定める公正取引規約に違反しない 日本画像医療システム工業会(JIRA)の担当者に相談し「流通近代化
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領域 指摘事項 対応 

化全般 か？ 委員会」を通して問題ないとの見解を得た。 

術前計画代行サービスについて、医師法等に抵触していないか？ 厚生労働省医事課に問い合わせし、「最終的な決定、確認を医師が

行えば問題ない」と見解を確認した。 

 

(5) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

特になし  

  

  

  

  

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 29 年度の事業概要 

人工膝関節用ナビゲーションの製品化 

・慈恵医大による臨床評価により手術中のスキャナによる位置決め機能（レジストレーション機能）および、姿勢誘導モジュールによる手術計画

位置への誘導機能の有効性評価を完了する。 

・臨床評価タイプ（髄内式）の臨床試験により新方式のナビの安全性・有効性を臨床で検証し確立した後、製品化タイプ（髄外式の構造）のナビ

ゲーションの臨床評価を実施する。 

  人工股関節ナビゲーションの臨床評価・有用性データ収集 

・再改良型スキャナを搭載した股関節用ナビゲーションの臨床評価。 

・臨床評価による改良案を製品化モデルへ設計反映し、改良。 

・臨床上に有効な改良を製品化タイプに実装し、製品化タイプ（髄外式の構造）の薬事を取得する。 

・複数の臨床施設でマルチセンタースタディーを行うことで、販売前の臨床的有用性の裏付けデータを収集する。 

・人工関節設置 3D 評価データベースの試験版の実装、試験稼働する。 

 

次年度の事業運営として、28 年度の臨床試験結果を基に、臨床試験で高精度の誘導を行えるように、各部分装置・プログラム、システム全体の運

用方針を改善する。そのために 28 年度の早い段階で、臨床運用に耐えうる各部分装置・機能の要求仕様を固める。さらにシステム全体の品質担保の

ために、開発管理のドキュメント化を進めて、PDCA サイクルの加速を図り装置改善のスピードを向上する。特に、3D スキャンの撮像クオリティ管

理、マッチングアルゴリズム管理、姿勢誘導モジュールの誘導性能、システム全体のユーザビリティを重点的に、知財・ノウハウの積み上げを図り、

製品化手前までに装置のレベルを押し上げる。 
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(2) 平成 29 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手術器械の開発 アルスロデザイン㈱ 臨床評価の改良案を反映した製品化レベルの人工膝関節ナビゲーション手術器械

を完成させる。改良型スキャナを搭載した臨床試験用人工股関節ナビゲーション手術

器械を製造する。 

②姿勢誘導モジュールの検証と改善 埼玉県産業技術総合センター 

㈱コスミックエムイー 

臨床現場での動作仕様を明確にする。具体的には、静的・動的(経時的な誤差蓄積の

把握を含む)検証を行い、得られたデータをもとに仕様・制限を策定する。また、臨床

現場でスムーズな装置の取り回しを行えるよう、開発したセンサハードウェアの充電

ドックを製臨床試験で運用しユーザビリティーの最適化を図る。 

③3D スキャナの検証と改善 埼玉医科大学 

三次元工学会 

㈱レキシー 

臨床でのマッチング成功に必要十分な撮像が可能か検証実施、結果を踏まえて装置

改善を実施する。製品化時の品質管理方法を確立する。 

④ナビゲーションソフトウェアの開

発 

㈱レキシー 臨床現場の撮像データに対し、3度以内のレジストレーションを得るために必要な

撮像データとアルゴリズムの要件を確定し、マッチング品質を向上させる。 

臨床で使いやすい機能の開発とユーザインターフェイスの改善を行う。 

⑤ナビゲーションシステムの検証 アルスロデザイン㈱ 

㈱レキシー 

臨床現場で誘導試験を実施し、術後評価による真値と比較して 3 度以内の誘導を目

標とした臨床計測を多数回実施し、結果を反映した改善を継続的に実施する。 

⑥人工関節設置 3D 評価データベー

スのデータ収集システム設計・実装

着手 

㈱レキシー データベースの試験版を実装、試験稼働する。医師に試用をお願いし、改良点をフ

ィードバックしてシステムの完成度を高める。 

⑦薬事戦略 ㈱コスミックエムイー 人工膝関節ナビゲーションについて、EMC、安全性試験を実施し、薬事申請する。 

⑧販売・マーケティング戦略 ㈱アルスロデザイン 装置貸出先のインプラントメーカーとの連携・契約を進め、装置運用、保守の取り

決めを定めて、次年度の製品化に備える。 

⑨知財・特許戦略 ㈱アルスロデザイン 臨床試験結果を基に、臨床現場で有効な動作プロトコルと、それを実現する装置運

用のノウハウを権利化する。 

⑩事業の管理・運営 ㈱レキシー 

㈱アルスロデザイン 

全体ミーティング、臨床・検証試験、装置改良依頼と動作確認用のドキュメントを

整備、運用することで、高効率で漏れのない装置改善、事業運営を実現する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

株式会社レキシー医療開発グループ 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 3-36-6 共同計画ビル 9F 

電話: 03-5394-4833 / FAX: 03-5394-4834 / E-mail: aseitoku@lexi.co.jp 

 

 


