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１． 研究開発の概要 

整形外科領域における人工骨、人工関節などのデバイスを用いた治療の分野では、海外製品のシェアが 90％

以上を占めている。欧米人と日本人の体形の違い、疾病特異性の違い、文化や生活習慣の違いなどから、骨格

と既存のデバイスでは形状的、寸法的に一致することは少なく、デバイスを設置するために患者の骨を削り、

骨形状をデバイスに適合させる場合が多く、骨欠損などを有する疾病においては治療に限界がある。したがっ

て個々人の病態や骨形状にデバイスを適合させて、自然的にデバイスが骨格の一部を形成するようにすれば、

患者の負担が少なく、治癒も早められることが期待できるので、テーラーメード医療に利用できる日本人向け

の医療機器の開発が求められている。 

 

1.1  研究開発の背景・目的及び目標 

本事業は、レーザー光線でチタン金属粉末を溶融し任意の形状のデバイスを造形する技術：3Ｄ積層造形法

を用いてテーラーメード医療に対応できる医療機器の開発を目指すものである。3Ｄ積層造形における品質を

確保するための操業条件の最適化、造形したものの力学的特性が既存の生体材料並みのものであることの実証、

造形したデバイスを骨に直接結合させる機能すなわちデバイス表面に生体活性を付与する技術の確立、さらに

治療用途にあわせたデバイスの設計と造形、安全性評価を行い、下記に代表される様々な医療分野の課題解決

に役立てることを目的とする。 

（１）歯科歯科・口腔外科における歯槽骨欠損に対する骨造成手術用テーラーメードメッシュプレート、顎骨

欠損に対するテーラーメード人工顎骨等、患者の骨欠損部を修復する医療機器を開発し、治療に適用する。 

（２）整形外科における骨関節再建手術用テーラーメードデバイスに関して、患者個々人の病態や骨形状に合

わせたデバイス、例えば脊椎欠損を治療する人工椎体や椎間スペーサーの開発を行い、治療に適用する。  

（３）手術支援ガイド：整形外科や口腔外科分野の手術において、正確な骨孔作成や骨切りを行うためのデバ

イスを開発し造形する。 

（４）動物医療用テーラーメードデバイス：疾病動物専用のテーラーメードデバイスを開発し、動物医療の分

野にも貢献する。 

 

上記の目標を達成するため以下の内容を実施した。 

①デバイス製造 

 第一段階として薬事承認申請を目指す製品化ターゲットは、SLM 技術で造形した汎用型脊椎ケージとした。

テーラーメード型デバイスのターゲットは引き続き、1.歯科口腔外科 GBR、2.整形外科脊椎骨盤用人工骨、

3.口腔外科顎骨再建用人工骨として、それらの製品化に向けたデザイン、製造工程を確立した。 

②製品化 

薬事承認及び SLM技術の産業化のために、非臨床試験（生物学的安全性試験、物理化学的試験等）、デバ

イスデザインの妥当性を確認するための実体の力学試験及び有限要素法解析を行って本デバイスの性能評

価を行いながら、承認申請の準備を進めた。 

③臨床試験 

 平成 25年度に予定していた臨床試験で使用されるデバイスは歯科口腔外科、整形外科ともに被験者の体

内に生涯埋入されるものが含まれるため、各課題の進捗状況やこれまでの臨床試験や本年度に行う非臨床

試験、力学試験等の結果を評価しながら、観察研究および臨床試験を進めた。 

④プロジェクトの管理運営 

各研究実施機関における進捗状況を把握し、相互の連携がスムーズに取れるよう支援を行った。プロジ

ェクトの管理運営においては毎月１回、各研究実施機関の研究員を招集し、定例会議を開催した。定例会

議のほかに、年度末に定例会議と同じメンバーによる報告会を開催し、当該年度における研究成果を確認

した。研究成果報告書の提出にあたっては各機関からの報告の取りまとめを行った。 
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1.2  事業実施（研究開発）体制 

 (１) 研究組織及び管理体制 

１）研究組織（全体）   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐川印刷株式会社 

国立大学法人 京都大学 

独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 
再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 

病院長 中村 孝志 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

国立大学法人 京都大学 整形外科

講師 藤林 俊介 

国立大学法人 九州大学 
再委託 

中部大学 
再委託 

京セラメディカル株式会社 
再委託 

再委託 

再委託（アドバイザー） 

和田精密歯研株式会社 

株式会社ＮＴＴデータエンジニアリングシステムズ 
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社長 研究開発統括 生体材料研究1課 研 究

 

副社長 

２）管理体制 

①事業管理機関 

［佐川印刷株式会社］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②再委託先 

［独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター］ 

 

 

 

 

 

［国立大学法人 京都大学］ 

 

 

 

 

 

［国立大学法人 九州大学］ 

 

 

 

 

 

［中部大学］ 

 

 

 

 

 

［京セラメディカル株式会社］ 

 

 

 

 

 

院長 臨床研究センター 臨床研究企画運営部 

事務部 管理課 庶務係 

総長 九州大学病院 顔面口腔外科 

産学・社会連携課 病院事務部戦略企画課 

総長 医学部附属病院 整形外科 

事務部 経理・調達

課 

産学経理

掛 

総長 学長 副学長 生命健康科学部 生命医科学科 

センター長 研究支援センター 研究支援課 

社長 顧問 財務・経理部 

 

ＤＰＰ部 

 

製造部 

 

厚木工場 

 

日野工場 

 

本社ＤＰＰ 

 

新規事業・技術開発室 

 

営業企画課 

 

人事課 

 

経理課 

 

製造部 

 

人事部 

 

総務部 
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社長 バイオニック事業部 

インプラント・矯正事業部 営業本部 

生産本部 

大阪工場 近畿地区 

知財部 

［和田精密歯研株式会社］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 管理員及び研究員 

【事業管理機関】佐川印刷株式会社 

①管理員 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

浦上 一行 

岸田 忍 

奥原 耕三 

中本 卓也 

山本 晃 

顧問 

経理課課長 

人事課主任 

経理課 

総務部 営業企画課 

①、②、④ 

④ 

④ 

④ 

④ 

②研究員 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

川田 善一 

佐々木 清幸 

坂本 正臣 

石田 敦史 

藤田 裕二 

山本 晃（兼） 

ＤＰＰ部部長 

製造部 新規事業・技術開発室次長 

製造部 厚木工場 設備技術係長 

ＤＰＰ部 京都ＤＰＰリーダー 

製造部 日野工場 設備技術・エネルギー 

総務部 営業企画課 

①、② 

①、② 

①、② 

①、② 

①、② 

①、② 

 

【再委託先】 

独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

中村 孝志 院長 ①、②、③ 

国立大学法人 京都大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

藤林 俊介 

竹本 充 

大槻 文吾 

講師 

助教 

助教 

①、②、③ 

①、②、③ 

①、②、③ 

国立大学法人 九州大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

森 悦秀 

住田 知樹 

佐々木 匡理 

中野 旬之 

大多和 徳人 

教授 

講師 

助教 

医員 

医員 

①、③ 

①、③ 

①、③ 

①、③ 

①、③ 

中部大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

松下 富春 

小久保 正 

教授 

教授 

① ② 

② ② 
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京セラメディカル株式会社 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

圓林正順 

石水敬大 

研究開発統括部長 

研究部 生体材料研究 1課 

③  

② 

 

和田精密歯研株式会社 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

樋口鎮央 

山口 敦 

荘村泰治 

熊澤洋一 

山下正晃 

桑折欣也 

三輪 匠 

西山貴浩 

生産本部 常務取締役 

インプラント・矯正事業部 取締役 

バイオニック事業部 顧問 

バイオニック事業部 顧問 

大阪工場 部長 

バイオニック事業部 次長 

知財部 係長 

インプラント・矯正事業部 係員 

② 

② 

①、② 

①、② 

② 

① 

② 

① 

 

（３）経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

（事業管理機関） 

佐川印刷株式会社 

 （経理担当者）財務・経理部 経理課長   岸田 忍 

 （業務管理者）製造部 新規事業・技術開発室次長 佐々木 清幸 

（再委託先） 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

 （経理担当者）事務部 管理課 庶務係        八島 健蔵 

 （業務管理者）臨床研究センター長   島津 章 

 

国立大学法人京都大学 

 （経理担当者）事務部 経理調達課 産学経理掛長 福島 慎吉 

 （業務管理者）整形外科 講師   藤林 俊介 

 

国立大学法人九州大学 

 （経理担当者）病院事務部戦略企画課 主任  原野 浩 

 （業務管理者）顔面口腔外科 講師   住田 知樹 

 

中部大学 

 （経理担当者）財務部 財務課長    岡畑 満孝 

 （業務管理者）研究支援センター課長   墨 勝典 

 

京セラメディカル株式会社  

（業務管理者）研究会開発統括部長   圓林正順 

 

和田精密歯研株式会社 

（経理担当者）経理部 主任    田中 栄一郎 

（業務管理者）バイオニック事業部 顧問   熊澤 洋一 

 

（４）アドバイザー（株式会社 NTT データエンジニアリングシステムズ） 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

前田 寿彦 製造ソリューション事業部 ① 

酒井 仁史 製造ソリューション事業部 AMソリューション部 ①  
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1.3  成果概要 

１） デバイス製造 

SLMによる造形では、選択的に粉末を溶融・凝固させるので、残留応力が発生しやすく、造形盤からサポ

ート部を取りはずすと残留応力により造形物が変形する。特に薄い造形物では変形による精度維持が難しい

ので、造形物の形状や造形の方向によって生ずる歪を定量的に調査し、加熱による歪除去の効果を明らかに

した。また、造形データを受領した後の造形、出荷に至る過程に必要な手順書を作成し、生物学的安全性試

験に使用するSLMチタン多孔体試験片の製造を事例として、造形データ受領から納品までの造形-検査-出荷

工程の管理法を確認した。さらに、当プロジェクトに参加する機関に各種の造形物を供給した。 
デバイス設計のうち口腔外科治療に用いる GBR 用チタンメッシュプレートおよび顎骨再建デバイスに関

しては、患者の顎骨形状に適合したテーラーメードデバイスを、CT-3D 像を用いた画像処理と CAD 技法に

より形状設計する方法を開発した。また、頸椎治療用デバイスに関しては、対象とする頸椎の CT 画像から

形状を決定する手法の開発、異なる多孔構造をもつ SLM チタン多孔体の強度評価および骨侵入動物評価を

行い、これらのことを総合して、頸椎デバイスに好適の多孔構造を持つデバイスを決定した。 
表面処理に関しては、昨年度に開発したアルカリ－希塩酸－加熱処理を用いて、臨床試験に使用される

SLM製チタンデバイス（顎骨治療用デバイスおよび頸骨治療用デバイス）に生体活性を付与した。また、

NaOH－CaCl2－加熱－温水処理法を発展させて、骨と結合させるためのアパタイト形成能と骨成長を促進す

ると期待されるイオンを溶出する機能を有する表面処理法を開発した。 

 

２） 製品化 

薬事承認および SLM 技術の実用化のために、非臨床試験（生物学的安全性試験、物理化学的試験等）、デ

バイスデザインの妥当性を確認するための実体の力学試験及び有限要素法解析を行って本デバイスの性能

評価を行いながら、承認申請の準備を進めた。 
SLMで造形したデバイス表面と生体組織との反応を骨芽細胞テストにより評価した。SLM材では骨芽細

胞の形態がよく維持されており、高い骨芽細胞親和性が示された。また、SLMで造形した各種の多孔構造と

骨侵入量の関係を動物埋植試験により評価した結果、好ましい多孔体構造が明らかになり、その多孔構造物

体の強度評価から、頸椎デバイスとして臨床使用できることを確認した。さらに臨床試験用頸椎スペーサー

を頸椎に挿入した状態で有限要素法による数値シミュレーションを行い、強度的な安全性を確認した。 
SLM 造形した純チタン多孔体の生物学的安全性評価データを取得するため、製品を模擬した多孔検体の

生物学的安全性評価を実施した。その結果、SLM チタン多孔体は、既に医療機器の多孔体作製法として多

用されている粉末焼結法にて作製したチタン多孔体と同様、生物学的安全性の面で生体に対するリスクは極

めて低いとの結果が得られた。 
3D 積層造形で得られたデバイスの製造承認に関して、PMDA を訪問し意見交換を行った。基本的には安

全性を担保する諸データを揃えることが必須であり、生物学的安全性、強度的安全性、製造における品質安

全性を証明することが必須である。これらに関しては本プロジェクトにおいてもデータを集積してきたが、

それらが PMDA の審査基準に適合するかは定かではない。今後、PMDA との議論を通じてデータを精査す

ることが必要である。 
 

３） 臨床試験 

純チタン粉末を原材料とし、患者疾病部位の画像データからSLMを用いてデバイスを造形し、次いで加熱

処理、さらに表面化学処理により生体活性能を付与したテーラーメード型デバイスの臨床試験により、被験

機器の早期安全性と概念実証を評価するとともにテーラーメード型デバイスを用いた新しい治療体系を構

築した。 
口腔外科治療用テーラーメード型デバイスに関しては、愛媛大学倫理委員会の承認をうけて、実際の手術

で使用するデバイスのデザインを経てSLM造形したGBR用メッシュプレートおよび顎骨再建用チタンメシ

ュトレーを用いた治療を行い、義歯ないしは歯科インプラントによる咀嚼回復の有効性を確認した。主任研

究者が2013年5月より九州大学に異動したことにより、2013年度は臨床応用には至らなかったが、デバイス

の作製および寸法安定度を検証する観察研究を行った。GBRの対象患者用に歯槽骨の画像データから骨造成 
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用SLMチタンメッシュプレートを10例造形した。また、大規模な顎骨欠損症例に対してトレー型テーラーメ

ードデバイスを2例作成した。それぞれに実態模型との重ね合わせによる精度検証を行った。 
整形外科用テーラーメード型デバイスに関しては、臨床試験の対象を 1あるいは2椎間の頚椎病変とした。

平成 24 年 12 月 18 日、京都大学大学院医学研究科および京都大学医学部附属病院・医の倫理委員会の承認

を得て、平成 25 年 1 月 31 日から 10 月 31 日までの期間に 5 例の臨床試験を行った。いずれの患者も臨床症

状の改善は良好であり、テーラーメード型チタンデバイスの適合性も良好であり、デバイスに関連した有害

事象は発生していない。一般的に頸椎前方固定術では自家骨採取が必要であり、新たな手術侵襲が問題とな

る。また、椎体終板との形状適合性不良例では椎体間に挿入したデバイスの沈み込みや骨癒合不全などが生

じる。われわれが開発したテーラーメード型チタンデバイスを用いることで、自家骨採取の回避、形状適合

性および初期固定性向上によりデバイスの沈み込みや骨癒合不全の問題が解決できる。 
 

４） プロジェクト運営 

再委託先である京都大学、京都医療センター、中部大学、九州大学、和田精密歯研㈱およびアドバイザ

ーである京セラメディカル㈱との打ち合わせ会議を毎月開催し、各機関の研究、および事業化に向けた活

動の進捗状況を確認した。 臨床試験や実験等の結果については定例の会議にて発表の場を設け、議事録

に資料を添付してプロジェクト全体の情報の共有化を図った。 

事業化のキーとなる製造販売業者として、整形外科部門で京セラメディカル㈱、口腔外科部門で和田精

密歯研㈱の協力が得られた。口腔外科部門の臨床試験については、研究者が途中で愛媛大学から九州大学

に移籍し、そのため新たに九州大学の倫理委員会の審査を受けることとなり、停滞を余儀なくされ、当初

予定していた臨床試験回数を達成することができなかった。その他の分野におけるデバイス製造は立案し

た実施計画通りに進捗し、テーラーメード型デバイスの部材を提供するための製造工程、力学的検証、非

臨床試験（生物学的安全性試験）など、薬事申請に向けた準備ができた。 
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1.3.1  開発製品「骨造成用 SLMチタンメッシュ」 

【訴求ポイント】 

顎堤再建において、従来品では形状や力学的特性が不十分であることが多く、形態的、機能的にも不満足な

結果になることも多かった。患者ごとに適応部位を撮影した三次元画像データを基に、選択的レーザー溶融

（SLM)法を用いて、患部に適合するチタン製メッシュプレートを造形し、力学的・形状的に適合性に優れた

テーラーメード型チタンメッシュを開発した。技工品として 2014 年 4 月に上市予定。 
 
術前に CT 撮影した顎堤の形態をもとに補綴する歯やインプラントの支持位置を明確にしたうえで造骨位置

や形態をコンピュータ上でシミュレーションし、必要な顎堤を決定することができ、左右対象な形態再現性が

高く術者間のばらつきも軽減され、機能面だけでなく審美歯科分野においても不可欠な技術となる。 
 手術は残存する骨に SLM チタンメッシュを合わせるだけで、調整も必要無く、短時間に正確に固定でき、

患者のアメニティだけでなく、歯科医師の負担を大きく軽減できる。審美面で大きな影響を持つ前歯部インプ

ラント市場を新たに創造することができる。 
 

コンピュータシミュレーション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

骨造成用 SLM チタンメッシュ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製品名 骨造成用 SLMチタンメッシュ 一般的名称 歯科鋳造用チタン合金 

クラス分類 非医療機器 許認可区分  申請区分  

製造販売業者 和田精密歯研株式会社 製造業者 和田精密歯研株式会社 

販売業者 和田精密歯研株式会社 その他（部材供給） 佐川印刷株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期  年  月  年  月 

上市時期 2014 年 4 月  年   月 
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1.3.2  開発製品「顎骨再建 SLMデバイス」 

【訴求ポイント】 

顎骨再建において、従来品は形状や力学的特性、生理的適合性が不十分であり、自家骨の採取や不必要な骨

切除を行うなどで、形態的、機能的にも不満足な結果になることが多かった。患者の適応部位を撮影した CT
画像データを基に、SLM 法を用いて、患部に適合するチタン製デバイスを造形し、表面処理を施して人体へ

の親和性を高め、力学的・形状的に適合性に優れたテーラーメード型デバイスを開発した。2016 年 10 月に上

市予定。 
 

 SLM（選択的レーザー溶融）法では形態のあいまいさが無いため、左右対象な形態再現性が高く術者間のば

らつきも軽減され、口腔外科および審美歯科分野には不可欠な技術となる。従来は既製品の骨折用プレートな

どを用いた姑息的治療を行わざるを得なかったため、本治療法はそのような患者に対して大きな福音となる。 
 顎骨再建 SLM デバイスは、患部にぴったり合う形状だけでなく、ソケット形状で骨と結合させる生体活性

処理を施したメッシュ部は残存骨と強固に結合する機能を有し、顎関節および稠密で軽量な下顎枝を一体的に

有する人工骨である。骨との正確な位置再現性に優れ、強固に再建された下顎歯は上顎歯との安定した咬合が

確保され、頬の膨らみも得られ、術後は健常時の顔貌に回復することが可能となる。 
 
 

 
左顎関節再建デバイス          顎骨再建術用デバイス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

術後パノラマ X-P                     術後パノラマ X-P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製品名 顎骨再建 SLMデバイス 一般的名称 体内固定システム 

クラス分類 クラスⅢ 許認可区分 承認 申請区分 新医療機器 

製造販売業者 和田精密歯研株式会社 製造業者 和田精密歯研株式会社 

販売業者 和田精密歯研株式会社 その他（部材供給） 佐川印刷株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 2016 年 4 月  年  月 

上市時期 2016 年 10 月  年  月 
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1.3.3  開発製品「SLM 脊椎デバイス」 

【訴求ポイント】 

整形外科の治療において、従来品は形状や力学的特性、生理的適合性が不十分であり、自家骨の採取や不必

要な骨切除を行うなどで、形態的、機能的にも不満足な結果になることが多かった。患者の適応部位を撮影し

た CT 画像データを基に、SLM 法を用いて、患者に適合するチタン製デバイスを造形し、表面処理を施して人

体への親和性を高め、力学的・形状的に適合性に優れたテーラーメード型デバイスを開発した。2016 年 4 月に

上市予定。 
 

 術前にチタン製デバイスを患者個々の頚椎の病変部位に適合する形状に造形、さらにデバイスは表面処理に

より、周辺骨と早期に強固な固定が得られるので、従来行われていたような骨盤から骨を採取するなどの手術

侵襲が不必要となる。また、患者個々向けに作製したデバイスであるため、形状の適合性に優れ、早期社会復

帰が可能となる。 
 
SLM 脊椎デバイスの特長 
  １．SLM（選択的レーザー溶融）技術を用いた緻密部、ポーラス部の一体造形による製造コストの低減 
  ２．既存製品よりも高い形状適合性（サイズバリエーションの充実） 
  ３．内部構造の調整による生体適合性（力学的、生理的）の向上 
  ４．アルカリ加熱処理によるデバイス表面への早期骨結合能の付与 
 
 

汎用型 SLM 脊椎デバイス            
 
 
 

頸椎デバイスを埋入した状態 
 
 

 
テーラーメード型頸椎デバイス          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
製品名 SLM脊椎デバイス 一般的名称 脊椎ケージ 

クラス分類 クラスⅢ 許認可区分 承認 申請区分 新医療機器 

製造販売業者 京セラメディカル株式会社 製造業者 京セラメディカル株式会社 

販売業者 京セラメディカル株式会社 その他（部材供給） 佐川印刷株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 2015 年 4 月  年  月 

上市時期 2016 年 4 月  年  月 
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1.3.4  事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

１）骨造成用 SLMチタンメッシュ 

製品名 骨造成用 SLMチタンメッシュ 一般的名称 歯科鋳造用チタン合金 

クラス分類 非医療機器 許認可区分  申請区分  

製造販売業者 和田精密歯研株式会社 製造業者 和田精密歯研株式会社 

販売業者 和田精密歯研株式会社 その他（部材供給） 佐川印刷株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期  年  月  年  月 

上市時期 2014 年 4 月  年  月 

想定売上 １ 億円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

市場規模 ６ 億円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

想定シェア １７ % （上市後 3年目）  % （上市後 3年目） 

 

 

２）顎骨再建 SLMデバイス 

製品名 顎骨再建 SLMデバイス 一般的名称 体内固定システム 

クラス分類 クラスⅢ 許認可区分 承認 申請区分 新医療機器 

製造販売業者 和田精密歯研株式会社 製造業者 和田精密歯研株式会社 

販売業者 和田精密歯研株式会社 その他（部材供給） 佐川印刷株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 2016 年 4 月  年  月 

上市時期 2016 年 10 月  年  月 

想定売上 1 億円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

市場規模 4 億円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

想定シェア 25 % （上市後 3年目）  % （上市後 3年目） 

 

 

３）SLM脊椎デバイス 

製品名 SLM脊椎デバイス 一般的名称 脊椎ケージ 

クラス分類 クラスⅢ 許認可区分 承認 申請区分 新医療機器 

製造販売業者 京セラメディカル株式会社 製造業者 京セラメディカル株式会社 

販売業者 京セラメディカル株式会社 その他（部材供給） 佐川印刷株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 2015 年 4 月  年  月 

上市時期 2016 年 4 月  年  月 

想定売上 1 億円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

市場規模 74 億円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

想定シェア 1 % （上市後 3年目）  % （上市後 3年目） 
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（１）事業化に向けた現状ステータス 

（ａ）機器の開発（実証）目標達成状況 

製造業許可の不要な部材供給企業（製造販売メーカーの下請け）として、まず事業を開始すること

を優先する。有識者委員会での助言をもとに、部位を汎用品（量産品）の脊椎デバイス（脊椎ケージ）

に絞り、積層造形法による製造工程の基準化と薬事承認を目指す。テーラーメード型デバイスについ

ても臨床試験の結果や、第三者機関にて従来製品との比較検証を行いながら実施した生物学的安全性

試験結果をもとに、新規規格（ガイドライン）作りに着手している。 
平成 24 年度までに、テーラーメード型デバイスの臨床試験（GBR、顎骨再建、脊椎再建）を通して、

デバイス製造及び製品化における問題点の抽出とその解決を行ってきた。その結果、デバイス製造技

術については、デバイスのデザインから造形、生体活性化処理に至るまでのプロセスはほぼ最適化さ

れ、臨床使用に十分耐えうることを確認した。 
一方で製品化については、独自の調査及び並行して開催された経済産業省主催の合同伴走コンサル

などを通して、SLM 技術で造形されたテーラーメード型デバイスの薬事申請には、二つのハードルが

存在することが明確になった。 
一つは、SLM 技術で造形されたクラスⅢの医療機器デバイス自体の新規性が高く、汎用品であって

も薬事承認された先例がないという点である。 
もう一つは口腔外科分野、整形外科分野いずれにおいても、クラスⅢの医療機器としてのテーラー

メード型デバイスの規格が存在せず、薬事申請を行うには、その規格の策定から必要になるというこ

とである。 
以下に医療機器開発における項目と成果を示す。 
① デバイス製造 

第一段階として薬事承認申請を目指す製品としては、SLM 技術で造形した汎用型脊椎ケージ（整形

外科分野）とおいた。テーラーメード型デバイスには、歯科口腔外科分野の GBR、顎骨再建用人工骨、

整形外科分野の脊椎骨盤用人工骨をターゲットとして、それらの製品化に向けたデザイン、製造工程

を確立した。 
１．デバイスデザイン工程の確立 
２．デバイス造形工程の標準 
３．生体活性化処理の付加 

① 製品化 

薬事承認および SLM 技術の産業化のために、非臨床試験（生物学的安全性試験、物理化学的試験等）、

デバイスデザインの妥当性を確認するための実体の力学試験及び有限要素法解析を行って本デバイス

の性能評価を行いながら、承認申請の準備を進めた。 
１．非臨床試験の実施 
２．力学試験、有限要素法解析 
３．承認申請（PMDA 相談） 

② 動物・細胞実験 

本技術は口腔外科における顎骨再建、整形外科における脊椎、骨盤、四肢骨などの形態的および機

能的再建を可能にするものであり、その応用範囲は無限である。そのため、テーラーメード型デバイ

スの薬事承認後には、従来の方法とは一線を画す画期的治療法を提案することも可能となる。そこで、

SLM 技術により造形作製したデバイスを用いた新規治療法を開発することを目的に細孔分布測定や

動物・細胞実験を行った。 

③ 臨床試験 

臨床試験で使用されるデバイスは歯科口腔外科、整形外科ともに被験者の体内に生涯埋入されるも

のが含まれるため、各課題の進捗状況やこれまでの臨床試験や非臨床試験、力学試験等の結果を評価

しながら進めた。 
１．歯科口腔外科臨床試験の実施 
２．整形外科臨床試験の実施 
３．動物医療臨床試験の実施 
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（ｂ）薬事対応状況 

１）骨造成用 SLMチタンメッシュ 

骨造成用 SLM チタンメッシュの薬事対応においては、臨床試験（12 例）と並行して行っている力

学的検証、生物学的安全性試験評価を基に、関連機関での法令関係の確認後、歯科用金属としてクラ

スⅡ認証を受けた純チタン粉末材料を用いた積層造形法による汎用デバイスの技工品（非医療機器）

として 2014 年度中の上市を目指している。 
本事業終了後にすぐに上市できるよう、出口企業である和田精密歯研㈱とともに PMDA への相談を

行い、歯科分野におけるテーラーメード型デバイスの規格作りに着手した。 
 臨床試験の実施 12 例 
 技工品（非医療機器）として上市 
 純チタン粉末の薬事認証（バイオニックチタン） 

認証番号：223AFBZX00039000 号 
 

２）顎骨再建 SLMデバイス 

顎骨再建デバイスの薬事対応においては、歯科用金属としてクラスⅡ認証を受けた純チタン粉末材

料を用いて、SLM 法による積層造形技術を基準化し、2016 年の上市を目指している。 
2 例の臨床試験を行い、力学的検証、第三者機関にて生物学的安全性試験を行っている。臨床試験

と並行して力学的特性を検証する一方で、生物学的安全性試験の実施、製造工程の基準化を図り、積

層造形法により造形した積層造形法によるテーラーメード型デバイスとして薬事承認を目指している。 
積層造形法によるテーラーメード型デバイスの薬事承認事例がないことから、PMDA 相談による助

言を受け、薬事承認のためのガイドライン策定にも協力している。 
 

３）SLM脊椎デバイス 

SLM 脊椎デバイスの薬事対応においては、臨床試験と並行して力学的特性を検証する一方で、生物

学的安全性試験の実施、製造工程の基準化を図り、積層造形法により造形した汎用型デバイスとして

の薬事承認を行い、その承認後にテーラーメード型デバイスの承認を目指している。 
積層造形法による薬事承認事例がないことから、PMDA への相談による助言を受け、また、薬事承

認のためのガイドライン策定にも協力している。 
 積層造形デバイスの薬事承認基準 WG に参加。 
 積層造形工程の標準化 
 生物学的安全性試験の実施（2014 年 2 月） 

 

（ｃ）知財確保状況 

取得済（「人工骨の製造方法」）、出願、審査中（「骨修復材料とその製造方法」「歯科インプラント治

療の骨造成術において使用する保護デバイス」等）の特許を活用する。 
 人工骨の製造方法 

特許 5052506   H24/8/3 
 骨修復材料とその製造方法 

特願 2009-19081  H22/4/21 
 歯科インプラント治療の骨造成術において使用する保護デバイス 

特願 2011-077776  H23/3/31 
 

（ｄ）その他（事業化体制等）の整備状況 

経済産業省発行の「医療機器の部材供給に関するガイドブック」の留意点を守り、製造業許可を必

要としない部材供給企業として事業化を図る。また、これまでに培ってきた積層造形技術（ノウハウ）

を市場へ提供し、ものづくり産業界からの医療業界参入を促進する。 
 部材供給企業として事業化 
 積層造形技術の提供 
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（２）市場性（想定購入顧客）の検討結果 

（ａ）国内市場・顧客 

１）骨造成用 SLMチタンメッシュ 

現在既製品による治療が行われている症例推計 12,000 個／年（歯科用メンブレン販売数より推計）

本来必要とされる症例推計 50,000 個／年（国内フィクスチャー販売数に骨造成が必要な症例の比率（社

内症例比）により推計）のうち、当該技術は難易度の高い症例に適応されるため、「推計 1,500～3,000
個／年（販売価格によって範囲が変わる）の市場」であると考えられる。 
なお、当該技術により新たな市場が生み出される可能性として、市場は約 4 倍までに拡大すること

が期待される。初年度の予定販売価格は 12.5 万円（設計費 7.5 万円+造形加工費 5 万円）としている。 
 
２）顎骨再建 SLMデバイス 

現在国内 29 の歯科大学、大学歯学部、および 65 の口腔外科関連病院によって口腔癌等により切除

された顎骨再建術が、推定平均年 40 症例／施設、計 4000 症例／年程度行われている。顎骨再建用の

デバイスの単価を 20 万円とすると、8 億円の市場となる。 
 
３）SLM脊椎デバイス 

国内における 2011 年度の椎体間・椎間スペーサー、人工椎体の市場規模は、メタル系、PEEK ケー

ジ、及びセラミックスで前年比 4.5%アップの 38,606 個、症例ベースでは 21,735 症例と推定され、こ

れまでの伸び率より鈍化しているが、2012 年度は、2 個使用の症例が再び増加していることで、10.6%
アップの 42,712 個・23,658 症例と推察されており、依然として市場伸び率の高い製品となっている。 

 

（３）競合製品／競合企業とのベンチマーキング結果 

（ａ）競合製品／競合企業の動向 

１）骨造成用 SLMチタンメッシュ 

GBR において競合する従来技術には、既製のチタンメッシュを手作業で屈曲成形して顎底に載置す

る屈曲法がある。屈曲法は柔軟性があるため手術中に調整可能であるが、形態再現性が劣り術者の技

術にも依存する。 
 
２）顎骨再建 SLMデバイス 

顎骨再建デバイスの造形に SLM による積層造形技術を用いる方法はオリジナルである。従来は既製

品の骨折用プレートなどを用いた姑息的治療を行わざるを得なかったため、形態再現性が劣り術者の

技術にも依存していた。 
 
３）SLM脊椎デバイス 

2011 年度の企業別実績では、脊椎固定システムトップシェアのメドトロニックソファモアダネック

が PEEK ケージの販売実績で、2011 年度 10,200 個、2012 年度は、「CLYDESCALE PEEK」の上市で 11,500
個を計画、うち PEEK 素材が 70%と推察されている。近年、各社において PEEK 素材を用いた製品の

ラインナップを充実させている傾向にあるが、PEEK 材は骨と結合しない問題を有する。一方で、臨

床実績の面からも金属（チタン、チタン合金）を用いたケージも依然として高いシェアを有している。 
 
（ｂ）開発機器の競合とのベンチマーキング 

１）骨造成用 SLMチタンメッシュ 

骨造成用 SLM メッシュプレート（GBR）を SLM により積層造形する技術はオリジナルであり、独

自の顎堤再建技術と言える。SLM 造形品は必要とする正確な形態を有するため、左右対象な形態再現

性が高く、術者間のばらつきも軽減され、手術時間も短縮される。したがって、審美歯科分野には不

可欠な技術となる。本開発品の差別化要素は下記の通りである。 
 SLM 技術を用いた緻密部、メッシュ部の一体造形による製造コストの低減 
 既存製品よりも高い形状適合性 
 手術施行の容易さと手術時間の短縮 
 手術精度の向上 
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２）顎骨再建 SLMデバイス 

SLM 積層造形技術を顎骨再建デバイスの造形に適用することは独自の顎骨再建技術である。本技術

では患者個別の形態に適合するデバイスの形状を造形することが出来るので、形態の曖昧さが皆無と

なり、左右対象な形態再現性が高く、術者間のばらつきも軽減され、また、手術時間も短縮される。

従来は既存の骨折用プレートなどを用いた姑息的治療を行わざるを得なかったため、本治療法はその

ような患者に対して大きな福音となる。本開発品の差別化要素は下記の通りである。 
 SLM 技術を用いた緻密部、ポーラス部の一体造形による製造コストの低減 
 既存製品よりも高い形状適合性（患者に最適） 
 内部構造の調整による生体適合性（力学的、生理的）の向上 
 生体活性化処理（例えばアルカリ加熱処理）によるデバイス表面への早期骨結合能の付与 
 手術施行の容易さと手術時間の短縮 
 手術精度の向上 
 患者の『Quality of Life』向上 
 

３）SLM脊椎デバイス 

本開発品は、SLM 積層造形技術および生体活性化技術の採用により、既存製品にはない画期的な脊

椎デバイスとなり、それを市場投入することの意義は大きい。本開発品の差別化要素は下記の通りで

ある。 
 SLM 技術を用いた緻密部、ポーラス部の一体造形による製造コストの低減 
 既存製品よりも高い形状適合性（患者毎の最適形状） 
 内部構造の調整による生体適合性（力学的、生理的）の向上 
 生体活性化技術（例えばアルカリ加熱処理）によるデバイス表面への早期骨結合能の付与 
 手術施行の容易さと手術時間の短縮 
 手術精度の向上 
 

（４）上市（投資回収）計画の検討結果 

（ a ）委託事業終了後の投資計画 

1)佐川印刷株式会社 

委託事業終了後の必要経費として、造形装置の保守、増設費用、製造業許可の取得費用、薬事申請

費用等が挙げられるが、製造販売業を担う出口企業との協業内容にも依存する。下請け企業として部

材提供業として営むことが理想であるが、製造技術をロイヤリティとして他企業（ものづくり産業界）

へ提供する事業展開を検討する。その判断が下されるまでは、設備投資、業許可取得等、必須でない

経費の出費は抑えておく。 

2)和田精密歯研株式会社（製造販売企業） 

歯科口腔外科分野における出口企業として、製造販売を担う和田精密歯研株式会社は、歯科補綴の

専業企業として国内のトップ企業であり、北海道から沖縄まで全国の大学、病院、歯科診療所の販売

網をすでに掌握していることが強みである。委託終了後、設計用 CAD システム一式の導入（約 150
万円）および薬事関連費用（約 2,000 万円）を予定している。 

3)京セラメディカル株式会社（製造販売企業） 

 整形外科分野における出口企業として、製造販売業を担う京セラメディカル株式会社は、国内のト

ップ企業であることが強みである。SLM 脊椎デバイスの薬事申請に必要な機械的安全性試験 800万円、

開発人件費 600 万円を計画しており、これら試験終了後に、臨床評価相談費用 250 万円、承認申請費

用 150 万円、申請書作成人件費 350 万円を計画している。 
 
（ｂ）上市後のビジネスモデル（回収計画） 

本事業で対象としている製品には、歯科口腔外科分野における骨造成用 SLM チタンメッシュ（GBR）、
顎骨再建 SLM デバイス、整形外科分野における SLM 脊椎デバイスである。事業は部材供給を主にす

るために、主たる製品を量産型の脊椎デバイスとし、GBR、顎骨再建デバイスなどのテーラーメード

型デバイスを混載して造形することを想定しているので、この考えのもとで価格試算を行った。 
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現在の脊椎デバイスの販売価格は、¥174,000／個であるが、次年度には価格改訂（下落）の可能性

もある。医療機器の場合、通常、販売価格の 35%未満で製造原価を出さなければ、採算が合わないと

されている。ここでは、製造販売会社への供給する部材価格の試算を行うため、本事業の成果のひと

つである汎用脊椎ケージ（SLM 脊椎デバイス）を対象に、製造費用と売価予想を、１回あたりの造形

個数を 50 個、100 個、180 個で行った。 
 

    
図 1.3.1 脊椎ケージの仕様    図 1.3.2 造形プレート上の配置 

 

表 1.3.1 レーザー造形装置 1 台あたりの製作個数と売価、生産性の試算（稼働率 33％） 

 
 

表 1.3.2 1 個あたりの製造原価（単価）と単価損益 

 
 

その結果、造形個数と造形時間はほぼ比例し、造形個数が増加しても売価、年間造形個数（生産性）

には大きな差が出なかった。レーザー造形作業にかかる製造経費（固定費+人件費）は年間 1,952 万円

と見積もっている。 
脊椎ケージの初年度個数は 500 個、GBR は 200 個と見積もられており、脊椎ケージの初期売価を 2

万円（販売価格の 11.5%）、GBR を 5 万円とすれば、売価総額 2 千万円で、年間 700 個でも十分回収可

能となる。１回あたりの造形個数を 50 個とした場合には、販売価格は 7,706 円（販売価格の 4.5%）と

なり、年間 2,550 個以上のオーダーで益が出せる。 
 

（ｃ）委託期間後を含めた事業計画 

オーダー数が増えることで試算した生産性のままで製造原価は下げられる。また、稼働率をさらに

アップすることや、SLM 技術の特徴のひとつである多品種の同時造形機能により、同一の造形プレー

ト上に量産品とテーラーメード製品（GBR 等）を混載して造形を行うことにより原価低減が図れる。

さらに、同一プレートで量産品とテーラーメード製品の同時造形を行うことで、量産品の品質担保（ロ

ット毎のサンプル抽出による）と同時にテーラーメード製品の品質担保も可能となる。 
なお、最終目的である、テーラーメード型デバイス（整形外科、口腔外科）については、年間症例

数は多くないものの、販売価格は 100～300 万円程度が見込まれている。 
また、下請け企業として部材提供業として営むことが理想であるが、製造技術をロイヤリティとし

最大造形個数

アルゴン
消費量（H）

チタン粉末
消費量（ｇ）

造形処理（H） 週 年 年

29.35 401.0 29.35

¥38,522 ¥12,031 ¥334,740

57.53 702.1 57.53

¥75,508 ¥21,063 ¥633,712

100.56 1183.8 100.56

¥131,985 ¥35,513 ¥1,093,024

造形費用 売価

¥7,706

¥7,303

¥7,003 0.5回 28回 5,040個

造形可能回数（稼働率３３％）

1.9回 98回

1.0回 50回

4,900個

5,000個

¥385,293

¥730,283

¥1,260,522180 100.56

造形作業

50 29.35

100 57.53

造形個数
（個）

造形時間
（時間）

原材料

オーダー数 50個 500個 1,000個 1,500個 2,550個 3,500個 4,000個 4,500個 5,000個

製造原価(単価）
（経費/オーダー数）

¥390,405 ¥39,041 ¥19,520 ¥13,014 ¥7,655 ¥5,577 ¥4,880 ¥4,338 ¥3,904

単価損益
（売価－原価）

¥-382,699 ¥-31,335 ¥-11,814 ¥-5,308 ¥51 ¥2,129 ¥2,826 ¥3,368 ¥3,802

販売総額
（売価×オーダー数）

¥385,293 ¥3,852,932 ¥7,705,863 ¥11,558,795 ¥19,649,951 ¥26,970,521 ¥30,823,452 ¥34,676,384 ¥38,529,315
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て他企業（ものづくり産業界）へ提供する事業展開を積極的に実行していく。さらには積層造形によ

る人工骨デバイスの薬事承認に向けた医療機器製造に関する各種委員会へ参加し、ガイドライン作成

に必要な情報提供を行っていく。 
 

1.4  当該研究開発の連絡窓口 

佐川印刷株式会社 総務部 営業企画課 山本 晃 

Tel: 075-934-8010 Fax: 075-921-3463 

E-mail: aki-yamamoto@spcom.co.jp 

 

佐川印刷株式会社 新規事業・技術開発室 佐々木清幸 

Tel: 075-934-8024 Fax: 075-921-3463 

E-mail: kiy-sasaki@spcom.co.jp 

  

mailto:aki-yamamoto@spcom.co.jp
mailto:kiy-sasaki@spcom.co.jp
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2. 本編 

2.1  デバイス製造 

2.1.1  デバイスデザイン 

2.1.1.1 CT画像を用いた頸椎デバイスのデザイン 

（１）設計手順 

頚椎前方固定術（椎間固定）用のテーラーメードデバイスの設計方法を以下に示す。 

① まず、3D 画像解析ソフト（VGStudioMAX2.2）にて CT 画像の二値化を行う。デバイスを設置す

る椎間を正確に抽出する必要があるため一部は手作業となる。抽出した骨形状データを STL フ

ァイル形式にて書き出しを行う。 

    
図 2.1.1.1 CT 画像の 2 値化（画像上の骨データの抽出） 

② 次に 3D 形状モデリングソフト（FreeForm ver12）にて、デバイスのデザインを行う。椎間板の

形状を断面とする柱を作成し、椎体の上下終板を鋳型として切り抜きを行う。 

     
図 2.1.1.2 FreeForm 上での作業。デバイスの外形状を作成したところ。 

③ 上記のデバイスの外形状をもとに、まずプレスフィット(0mm)サイズデバイスのデザインを行う。   

枠（1.3mm厚）及び多孔部を別々にデザインする。多孔部はアンカー効果を得るため枠より 0.3mm 

突出するようにデザインしている。 

        
枠部     多孔部         枠+多孔部(0mm) 

図 2.1.1.3 枠、多孔部および枠と多孔部を合体した部材 
④ 最終的にはデザインしたデバイスの形状の妥当性を CT 画像にて確認する。 

    
  図 2.1.1.4 CT 画像上でのデバイスデザインの確認 
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⑤ デバイスの形状データ、骨模型データを佐川印刷へ転送する。佐川印刷では、多孔部データの当

てはめ、造形機用サポートデータなどの追加をおこなった上で、三次元造形機での造形を行う。

骨模型は石膏製とした。骨模型にてデバイスの形状の最終確認を行う。最終デバイスデータ及び

骨模型データを元に、中部大学での FEM 応力解析も同時に行った（2.2.3.4 項参照）。 

 

   
骨模型上での適合性確認     FEM による応力解析 

図 2.1.1.5 デバイスの形状適合性および強度の確認 
 

2.1.1.2 頸椎デバイスの構造デザイン 

本年度は、整形外科用デバイスとして頸椎の治療に用いる椎体あるいは椎間スペーサーを対象とす 
るので、荷重を支える強度を有し、かつ骨と早期に結合する多孔構造を決定することを検討した。 

（１）多孔構造と強度 

まず、強度的に安全性を担保するための強度の検討を行った。対象とした多孔体の外観を図2.1.1.6

に示す。これらは気孔率を60～65％の範囲で気孔径と支柱径を変化させて多孔構造を設計したもので、

気孔率、気孔径および格子径の測定値を表2.1.1.1に示す。これらの多孔体を2.2.3項に示した方法で

圧縮試験を行い、圧縮強度を求めた。その結果を表2.1.1.2に示す。この表からは多孔体の圧縮強度は 

 

 

 

 

 

 

 

サンプル①、サンプル③、サンプル②の順に低下し 

ている。多孔体の強度は気孔率の増加とともに低下 

することを考慮に入れると、強度順位はサンプル① 

＞サンプル②＞サンプル③となった。サンプル③の気孔率は 

サンプル②よりも小さいにも係らず、両者の耐力差は2MPaと 

小さい。これは格子径が小さい方が造形時の不完全溶融層の 

占める割合が大きく、格子としての強度が弱くなる結果であ 

って、格子径の大きい多孔体の方が強度的には有利である。 

 頸椎デバイスが隣の椎体と接触する面は、生体骨の形状と 
一致するように設計されており、多孔体は図 2.1.1.7 に示すよ 
うに椎体と接触するので、多孔体の強度は接触圧以上でなけ 
ればならない。すなわち、次式を満足しなければならない。 

   多孔部の耐荷重 ≧ 頸椎に作用する荷重 

この観点から、例えば、頸椎に作用する力が5 kNとすれば、 
最も耐力の低かったサンプル②においても接触面積が127㎜2 

以上であれば、使用出来ることになる。 
 

 
図 2.1.1.6 多孔部の気孔径、格子径を変化

させた 3 種類の多孔体 

表 2.1.1.1 多孔体の気孔率、気孔径および格子径 

 

表 2.1.1.2 多孔体の圧縮強度 

 

 
図2.1.1.7 頸椎デバイスに 
作用する力 
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（２）多孔構造と骨侵入  

多孔構造と骨の侵入に関しては、2.2.3項に詳述するように、気孔径を343（以下300）μm、598(以下

600)μmおよび895（以下900）μmに変化させた多孔体を日本白色家兎の脛骨に挿入し、骨伝導の状態を

観測した結果、埋入後2週間後においては気孔径600μmのものが最も早く骨が侵入し、4週間後におい

ては気孔径600μmと900μmのものが、気孔径300μmのものよりも良好な骨伝導が認められている。した

がって、気孔径600μm～900μmの気孔径が好ましいといえる。  
 

（３）頸椎デバイスの構造デザイン  

（１）に記したように、頸椎に作用する荷重が5kNである場合、127㎜2以上の面積を有することが必

要で、格子径900μm、気孔径600～900μmの多孔体であれば、頸椎デバイスとして使用できる。一方、

手術時にデバイスを円滑に設置できること、手術道具の接合が容易であること、などに配慮すると多

孔体側面は滑らかな面で覆われていることが望ましい。すなわち、図2.1.1.8に示すように、挿入する

空間に適した外形状と高さを持つ枠の内部に多孔体が一体的に形成されたデバイスが治療に用いられ

ることが望ましいと判断された。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 GBR用メッシュプレート、顎骨再建デバイスのデザイン 

人工歯根埋入によるインプラント治療を行う場合、人工歯根の初期固定性を高めるために顎堤に自

家骨もしくは骨補填材を追加し、その上を人工膜で覆い、骨の造成を促進する GBR（Guided Bone 
Regeneration）法がよく行われる。この治療法ではチタンメッシュプレートが多く使われて来たが、既

存のものは平面状プレートであり、患者の骨形態に合うように手術中にハサミで切り、曲げなければ

ならず、手術時間が長くなるだけでなく、曲げた角や切断部のエッジで歯肉に損傷与え、感染によっ

て骨造成術が失敗に至ることがある。 
一方、口腔癌等によって顎骨の区域または半側切除を余儀なくされる患者は国内で毎年数万人程度

発生する。顎骨の再建には自家骨やチタン製骨プレートが用いられているが、骨の再建と患者の咀嚼

機能および顔貌の回復が十分行われず、感染や吸収によりプレートの露出を起こす場合もある。また、

既成のチタンメッシュトレーなども使われるが、輸入品であり患者固有の顎骨形状は考慮されておら

ず、適合性に問題がある。そこで、CT-3D 像を用い患者の顎堤形状に適合するテーラーメイドメッシ

ュトレーをコンピュータ援用設計（CAD）する方法を検討した。 
 

2.1.1.4 GBR用メッシュプレートのデザイン 

患者の顎の CT-DICOM データをインプラントシミュレ 
ーションソフトウェア BioNa（和田精密歯研株式会社) お 
よび ZedView に導入し、3D 像構築用 CT 値を選択して顎 
骨 3D 像 STL データを得た（図 2.1.1.9）。この骨データに 
対し仮想的に力を感じながら CAD 操作ができる VR Haptic  
Device  PHANTOM とその操作用ソフトウェア FreeForm 
(SensAble)および BioNa（図 2.1.1.10）を用い以下の CAD 
プロセスを進めた。 

 
図 2.1.1.8 脊椎デバイスの基本的な構造 

a) b) 

 
図 2.1.1.9  顎骨 3D 像の構築 
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① 歯根の抽出と歯冠およびインプラントシミュレーション 
② グラフト骨のシミュレーション 
③ メッシュプレートのシミュレーション 
④ メッシュプレートの CAD データ作成 

メッシュプレートの厚さを 0.5 および 1.0mm、メッシュ孔は 1.0mm とした。メッシュプレート固定

用のネジも CAD により設計した。特に下顎の症例では BioNa で下顎管を抽出し、これに傷つけない

形状に設計した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5 骨造成用メッシュプレートのデザイン例 

（１）下顎左側 5～7骨造成用メッシュプレート 

まず、下顎左側 5～7 への歯科インプラント埋入シミュレーションを BioNa の近遠心および頬舌断面

骨像を参考にしながら行った。このケースは下顎なので、下顎管に干渉しないよう配慮した（図

2.1.1.11-a），b））。歯科インプラントが露出しないように増骨量のシミュレーションとメッシュプレー

トの CAD を行った（図 2.1.1.11-c）,d)，e)) 。メッシュプレートを SLM 装置で造形し、それを模型上

に装着させたが、適合は良好であった（2.1.1.11-f) , g), h))。 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他の症例 

 歯科インプラント埋入対象を 1、1～6 までの広い領域にわたり検討した。4 本埋入例まで多様な症

例に対応する造骨用メッシュプレートを CAD により設計した。それらの検討例を図 2.1.1.12 に示す。 

図 2.1.1.11  下顎臼歯部 GBR 用メッシュプレートの設計と造形したメッシュプレート 
e) CAD 完成 f) SLM 造形したメッシュプレートと g) h) 骨模型への適

合性評価 

e) f) g) h) 

図 2.1.1.10  a) PHANTOM と b) FreeForm および c) BioNa による CAD 

c) a) ｂ) 

a) b) 

a)、b) 歯科インプラント埋入シミュレーション c)、d)増骨とメッシュプレートのシミュレーション 

c) d) 
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図 2.1.1.12 その他の症例の設計例 
 

2.1.1.6 顎骨再建用デバイスのデザイン 

まず、患者の CT-DICOM データを BioNa に導入し、顎骨の 3D 像を抽出し STL データを出力した。

この STL骨データに対し仮想的に力を感じながらCAD操作ができるVR Haptic Device PHANTOMと

その操作用ソフトウェア FreeForm（SensAble）および BioNa を用い顆頭を含む下顎枝半側再建用デバ

イスの CAD による設計を以下のプロセスで行った。 
① 顎骨の 3D 化 
② 既存の固定プレート等の除去 
③ 反対側の顎形を反転コピーして回復部の形状の参考とする 
④ 回復部と顎残存部の接合部の形状および連結用ヒンジを CAD により設計する 
⑤ デバイスにメッシュ用の孔を開ける 
 

2.1.1.7 顎骨再建用デバイスのデザイン例 

今年度は左側4～7欠損部の再建用と、右側 3～7欠損部の再建用の2例のデバイスのCADを行った。

いずれの症例も関節頭は残っているので、反対側の顎形を反転コピーして回復部の形状の参考とした。 
（１）症例１ 

図 2.1.1.13 a)に術前の CT 像を示した。この症例は下顎歯肉癌により区域切除した左側 4～7 欠損部 
をボーンプレートを用い修復したものの、その後プレートが破損したものである。また、左側関節頭

は脱臼状態であり、咬合平面は傾斜していた。そこで、右側健常部の顎骨を反転し再建用デバイスの 
CAD 用の基礎形状データとするとともに、左側関節頭骨が関節窩におさまり、かつ咬合平面が水平

に戻せるように再建用デバイスの長さと形状を調整した。デバイスは厚さ１mm の空洞メッシュ状と

し、残存骨端部と接する部分は端部骨に嵌まるようにし、顎骨前部に固定ピンで留めるためのウィン

グ 3 本および各ウィングを 3 本のネジで固定できるように設計した。また関節頭部の接続用には 2 本

のウィングを設け、それぞれを３本のネジで固定できるようにした。また、補強のために中央部に X
字状の筋交いを入れた。設計した顎骨再建用デバイスの CG を図 2.1.1.13 b) に示した。 

下顎右側 6 下顎左側 6 下顎左側 1，2 

下顎左側 5 下顎右側 7 下顎右側 6 

下顎左側 6，7 上顎右側 1～6 上顎右側 5～7 
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 （２）症例２ 

図 2.1.1.14 a)に術前の CT 像を示した。この症例は下顎歯肉癌により区域切除した右側 3～7 欠損部

をボーンプレートを用い修復したものの、プレートが破損したものである。このケースは左側健全部

の顎骨を反転し再建用デバイスの CAD 用の基礎形状データとし、再建用デバイスの長さと形状を調整

した。デバイスは厚さ１mm の空洞メッシュ状とし、残存骨端部と接する部分は端部骨に嵌まるよう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1.13 a) 術前の骨像 

2.1.1.13 b) CAD により設計したデバイス 

図 2.1.1.14 b) CAD を用いて設計したデバイス 

図 2.1.1.14 a) 術前の骨像 
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にCAD設計し、顎骨前部に固定ピンで留めるためのウィングを3本、各ウィングに3本のネジで固定で

きるようにした設計した。また関節頭部の接続用には2本のウィングを、それぞれに3本のネジで固定

できるようにした。また、補強のために中央部にX字状の筋交いを入れた。CADにより設計した顎骨

再建用デバイスのCGを図2.1.1.14 b) に示した。  
 

2.1.1.8 考察 

GBRメッシュプレートについては、10症例の観察研究を行い、開発した方法は新たな歯科用骨造成

デバイスとして有効であることを確認した。患者の骨形態に適合するテーラーメードのデバイスを作

製できることによって、術者は骨形態に合わせデバイスを調整するという煩雑な作業から解放される。

特に、広い領域に亘る難しい骨造成においては手術時間の短縮や術後の感染リスクの排除という点で

も、既製品と比較して大きな利点を有していることが確認された。上顎の場合、骨造成と共にサイナ

スリフト術も行われることがあるが、本デバイスはそのためのガイドも組み込むことができる。これ

は、これまでにない特徴である。形状設計においては隣接歯のポケットからの細菌感染を防ぐために、

デバイスの近遠心端を隣接歯から約2mm離すこと、SLM造形が難しい厚さ400μm以下のエッジ部を設

定しないこと、円弧の形状が歪むことがあること、などを考慮して設計する必要がある。 
 顎骨区域切除再建用のメッシュトレー下顎枝半側再建用デバイスの造形による観察研究は、本年度2
症例行った。これまでの顎骨再建に用いられた既存のトレーやセラミックでは、個々の患者の残存骨

に適合するようなデバイスを得ることは困難であった。そのため手術時間の延長や間隙からの感染の

リスクの問題が解決されなかった。また、術後の咬合咀嚼機能の回復ついては余り期待できなかった。 
今回開発したデバイスは、患者個々の骨形態からCAD技術を用いてテーラーメード化するため、術

者および患者の負担が大幅に軽減され、手術の成功に大きく寄与できると考えられる。また、術後の

咬合咀嚼能力の回復も治療目標として設定している。 
CADにおいては3D-CT像による残存骨の評価や骨との連結部の設計、形状の決定については、今後

さらに臨床例を重ねて検討を加え、より良いデバイスの提供を目指す。 
 

2.1.1.9 結論 

 歯科インプラントや顎骨再建の外科手術において、これまでは既製品を用いて対処することを余儀

なくされて来た。このことが手術時間の延長や予後の不良など、患者、術者双方にとって不利益をも

たらしてきた。今回の開発研究によって、個々の患者の既存骨に適合するデバイスを、デジタル技術

を駆使してCADとSLM-CAM法で製作し、臨床応用することができるようになった。 
歯科インプラント用GBRメッシュプレートは骨造成を必要とする広範囲に亘るより難しい症例を治

療することができる新たなものとなった。また、顎骨区域切除を、CADとSLM-CAM法で製作したデ

バイスを用いて模型上でシミュレーションすることが出来た。このデバイスを用いることで、顎骨再

建のみならず咬合咀嚼能力の回復を視野に入れた再建を目指し、今後臨床を重ねて行く。 
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2.1.2  デバイス造形 

（１） はじめに 

設計データに基づき精細な多孔構造を再現よく造形できる製造技術を確立する。また、SLM 造形工

程の標準化を行うため、NTT データエンジニアリングシステムズをアドバイザーに迎え助言を得た。 
 

2.1.2.1 SLM造形品の薬事申請に必要な造形工程の標準化 

整形外科製品において製造販売企業（出口企業）となる京セラメディカル株式会社への納入仕様を

検討することで、三次元積層造形による製造工程の標準化を図った。 
標準化の内容は、京セラメディカル株式会社よりチタン多孔体の造形を受注することを想定して、

造形データの受領、造形、出荷検査、納品までの範囲とし、出荷検査の検査手順書を作成した。その

手順書に従って生物学的安全性試験に使用する SLM チタン多孔体試験片の造形、検査を行うことで、

製造から納品までの造形工程を検証した。 

（１） 納品仕様書の作成 

以下の項目について納品仕様書例を作成した。 

①適用範囲 

②製品形状 
③多孔体仕様 

④原材料 

⑤製造工程 

⑥ロット定義 

⑦検査規定 

⑧荷姿仕様 

⑨提出書類 

⑩工程条件記録  

⑪検査成績書 

⑫製造工程使用物質リスト 

 

（２） 検査手順書の作成 

以下の項目について納品仕様書例を作成した。 

① 比重計測 

② 空孔径の計測 

 

（３）生物学的安全性試験片の造形例 

納品仕様書に則り、生物学的安全性試験片の造形を行った。その例を以下に示す。 

   
SLM チタン多孔体（φ13×12mm）SLM チタン多孔体（φ3×6mm） 気孔径等確認用多孔体  

図 2.1.2.1 SLM チタン多孔体の造形プレート 
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2.1.2.2 動物用デバイスの造形 

（１）テーラーメード型動物用デバイス 

動物病院の要請に対して、以下のような部材の造形も行い供給した。 

 

        
          頭骸骨（テーラーメード型デバイス）        汎用デバイス 

図 2.1.2.2 動物用デバイス例 
 

（２）汎用脊椎デバイス 

以下に示すような小動物用の汎用脊椎デバイスを設計し、造形を行った。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2.14 小動物用汎用脊椎デバイス仕様 
 

2.1.2.3 その他の造形 

各種の造形例を以下の写真により例示する。 

          
試験片   臨床試験用頸椎デバイス 骨造成用メッシュプレート  顎骨再建デバイス 

図 2.1.2.15 その他の造形例 
  

⑧

①

③

④

①

②

①

②

④

⑥⑤
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2.1.3  生体活性化表面処理 

（１） はじめに 

今年度の整形外科のデバイスでは脊柱のうち頸部の椎体あるいは椎間スペーサーが対象であり、そ

れに NaOH-希塩酸-加熱処理を施した。また、骨粗鬆症に病んでいる高齢者が増加している現状におい

て、骨形成を促進するイオンがデバイス表面から徐放させることができれば、早期の治癒が期待でき

る新規なデバイスが誕生する可能性があるので、生体活性を有し、かつ骨形成促進イオンを徐放する

表面処理法について研究した。骨形成促進イオンとして、マグネシウムイオン（Mg2+）を用いた。 
 

2.1.3.1 椎間スペーサーの生体活性処理 

（１）処理工程 

佐川印刷㈱で造形された臨床研究に用いるデバイスの生体活性処理を次に示す手順で行い、京大に

供給した。 

  

 

 
ここで、生体活性処理として NaOH－希塩酸－加熱の工程を採用したのは、NaOH-加熱の方法が既

に承認されて人工股関節に適用され臨床使用に至っており、この処理で残存する Na を除去するため

に希塩酸工程を採用し、さらにこの処理を適応した脊椎デバイスが動物試験や臨床研究で使用された

実績があるからである。 
（２）処理実績 

 京都大学病院で臨床研究に使用される予定のデバイスを受け取り、上記（１）の工程で処理を行っ

た。一回毎の手術に使用されるデバイスおよび予備を含めて、生体活性処理を行った。処理回数は症

例検討数に相当する 6 回であった。 
 
2.1.3.2 生体活性を有し Mg イオンを徐放する機能を付与する表面処理 

（１）表面処理法 

10mm×10 mm×1 mm の大きさの純チタン金属板を#400 のダイヤモンドパッドを用いて研磨し、アセ

トン、2-プロパノール、超純水で各 30 分間越音波洗浄した後、5M NaOH 水溶液 5ml に 60℃で 24 時

間浸漬(以下、「アルカリ処理」という)した後、超純水で 30 秒間洗浄した。この試料を表 2.1.3.1 に示

す各種濃度の溶液に 40℃で 24 時間浸漬した。これを 600℃で 1 時間加熱し、80℃の温水あるいは 80℃
の MgCl2 水溶液に 24 時間浸漬（以下、「Ca/Mｇ処理」という）した。工程を図 2.1.3.1 に示す。Ca＋
Mg 処理の工程では CaCl2 溶液と MgCl2 溶液の混合液で、100－ｘmM CaCl2 とｘmM MgCl2 におけるｘ

の値を変えることにより、それらの混合比を変化させた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価法 

・表面観察：処理された試料表面を電界放電走査電子顕微鏡（FE－SEM、日立製作所、S-4300）を 
用い、加速電圧 15ｋV で観察した。 

・組成分析：試料表面の組成をエネルギー分散 X 線分析（EDX、堀場製作所、EMAX-7000）法で、

加速電圧 9kＶで分析した。また、処理層の深さ方向の元素分布を X 線光電子分光分析（XPS、
Quantera SXM、Physical Electronics Inc.、米国）法で分析した。表層は Ar スパッタリングにより

    

加熱処理

600 ºC, 1 h

●
●
●
●

●
●
●
●

アルカリ処理

-１ＭNaOH

60 ºC, 24 h

Ca＋Mg処理

40 ºC, 24 h

温水or MgCl2処理

80 ºC, 24 h

アルカリ-CaCl2-加熱-温水処理の方法

Ti-Zr-Ta-Nb合金の生体活性向上技術

100-xmM CaCl2

＋ ｘmM MgCl2

純水 or 1M MgCl2

 
図 2.1.3.1  NaOH-Ca／Mg-加熱-温水あるいは MgCl2 処理法で Ca および Mg を含有させる処理工程 

デバイスの造形 

(佐川印刷) 

洗 浄 アルゴン雰囲気下の加熱

（1300℃ｘ１ｈ保持） 

生体活性処理 

(NaOH－希塩酸－加熱) 

加熱：大気中、600℃ｘ１ｈ保持 

⇒ ⇒ ⇒ 
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37nm/min の速度（SiO2換算）で削除さ 
れた。 

 ・アパタイト形成能：試料を 36.5℃に保た 
れた ISO 規格 23317 の擬似体液（SBF） 
に１～3 日間浸漬し、表面に析出した粒 
子を FE－SEM を用い、加速電圧 15ｋV 
で観察し、それらがアパタイトであるこ 
とを薄膜 X 線回折（TF-XRD、株式会社 
理学、RNT-2500）法により確認した。 

 ・Mg2+の溶出性評価：試料を 36.5℃に保た 
れたリン酸緩衝液（PBS：Na+ 158.14、 
K+ 1.06、HPO4

2- 4.03mM）に様々な時間 
（最大 7 日間）浸漬し、溶液中に溶出す 
る Mg2+の量を誘導結合プラズマ発光分析（ICP）により測定した。緩衝液の量は 2ml で、容器を

50 ストローク/分の以下速度で揺動させた。 
 
（３）実験結果および考察 

１）処理層の構造と Mg含有量 

NaOH 処理、Ca/Mg 処理したのち加熱したも純チ 
タン表面に形成された網目構造は単純な NaOH－加 
熱処理したものと同じであり、その後の Ca/Mg 水 
溶液処理、加熱処理および温水処理においても特異 
的な構造は観察されなかった。 
表 2.1.3.1 は異なる処理条件で処理した試料表面 

の EDX 分析の結果を示す。通常、5MNaOH 溶液に 
よる処理では、処理直後には Na が 5.5 原子％程度 
検出されるが、Ca/Mg 処理を施した試料では Na が 
消失し、代わりに 1.5～3.1 原子％の Ca と 0.3～1.4 
原子％の Mg が検出された。NaOH-40Ca／60Mg-加 
熱処理後に温水処理を行うよりも MgCl2 溶液処理を 
行う方が表面の Mg／Ca 比は大きくなっており、多 
くの Mg が表面に含まれることになる。 
図 2.1.3.2 は 40mM CaCl2 と 60mM MgCl2 の混合溶液を用いた場合の試料表面の深さ方向の元素分布

を示す。表面から内部に入るにしたがって酸素（O）が減少し、チタン(Ti)が増加する。表面から深さ

１µm までの間では Ca と Mg がともに減少する。また、最終処理段階で MgCl2 溶液を用いた方が温水

処理の場合よりも多くの Mg を含有している。 
このように、NaOH 処理後に行う処理の水溶液に含まれる Ca2+イオンおよび Mg2+イオンの濃度比を

変えることや加熱後にMgCl2溶液で処理することで処理層に導入されるCa2+イオンおよびMg2+イオン

の割合を任意に制御できることができることが判明した。このような制御が可能になる理由は、アル

カリ水溶液処理で形成されるチタン酸水素ナトリウムが層状の構造を有することに起因する。 

 

２）処理品の生体活性と Mg2+イオンの溶出 

溶液処理した後、温水に浸けると、チタン酸塩層中の Ca2+イオン及び Sr2+イオンの一部がヒドロニ

ウムイオン(H3O+)に交換されて、表面がアパタイト形成能を発揮する程度に活性化される。図 2.1.3.1
に示した工程で処理した試料を擬似体液に浸漬した場合の表面を SEM で観察した結果を図 2.1.3.3 に

示す。試料表面には全面に球状の析出物が浸漬 3 日以内に観察され、これらを X 線回折により同定す

ると骨類似アパタイトであった。 
図 2.1.3.4 は PBS 中に溶出する Mg2+イオンの経時変化を示す。 温水処理した場合では時間経過 

に関係なくほとんど溶出イオンが確認できなかったが、MgCl2 処理を施した場合には、観察最初の数

 

 
図 2.1.3.2 NaOH-40Ca/60Mg-加熱-MgCl2 

処理後の Ti 金属表面の XPS 深さ分析結果 

表 2.1.3.1 NaOH、Ca/Mg、加熱、温水あるいは 
MgCl2 処理した Ti 金属表面の EDX 分析結果 
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分以内に PBS 中に 0.25ppm 程度が溶出し、その後、徐々に溶出を続け、図に示すように 1 週間後には

0.4 ppm の Mg2+イオンが溶出することが認められた。このような Mg2+イオンの溶出が生体で起こると

新生骨の骨形成を促進し、周囲の骨を短期間に金属表面に到達させる可能性を持っている。しかも同

金属は表面にアパタイト層を形成するので、金属表面に到達した骨と強固に結合するとことが期待さ

れる。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 製品化  

2.2.1  非臨床試験評価 

2.2.1.1 SLM 材の骨芽細胞との親和性  

（１） はじめに  

骨補填材を目的としたデバイスには骨組織との良好な親和性が期待される。昨年度までにマウス頭

蓋冠由来骨芽細胞を用いてSLM 材上で培養実験を行い、SEM を用いて骨芽細胞の形態観測を行った。 
今年度は培養細胞の形態観測を免疫染色にて確認した。また細胞の分化に影響を及ぼすと考えられる

材料の表面粗さとぬれ性の計測を行った。  

（２）方法  

１） 材料  

使用した試験片の材料は純チタンJIS2種製の14mmx14mmx1mm板材であり、下記の4種類である。  
・圧延純チタン ＃400ダイヤモンドパッドによる研磨  
・圧延純チタン ＃400ダイヤモンドパッドによる研磨後アルカリ希塩酸加熱処理  
・SLM材  
・SLM材 アルカリ希塩酸加熱処理   
 

２）細胞蛍光免疫染色  

 以下に染色の手順を示す。 
・材料を12ウェルプレートの底面に設置。  
・生後3-5日のC57BLマウス頭蓋冠由来骨芽細胞を1x105/welにて播種。  
・骨分化誘導培地（Sigma alpha MEM＋10% FBS ＋ 1% P/S + 10mM β-glycerophosphate + 80 μg/mL 

ascorbic acid phosphate + 10-8M dexamethasone）にて培養。培養2日目に4%PFA固定し0.1% Triton 
x-100 にて浸透化したのち4%FBSにてブロッキング施行。その後500倍希釈Rhodamine phalloidin
（Life technologies)を用いて22℃ 60分間染色、その後2000倍希釈TO-PRO®-3 iodide（Life 
technologies)を用いて22℃ 5分染色を行った。観察は正立の共焦点蛍光レーザー顕微鏡（オリンパ

ス）を用いて行った。  

 

図 2.1.3.3 NaOH-100Ca 処理後に加熱(a)、加熱- 
温水処理(b)、NaOH-40Ca/60Mg-処理後に加熱(c)、 
加熱-温水(d)および加熱-MgCl2 処理を施した Ti 
金属試料を擬似体液に 3 日間浸漬した場合の SEM
観察結果 

 

図 2.1.3.4 NaOH-40Ca/60Mg-加熱処理後に 
温水（a）あるいは MgCl2 処理を施した Ti 
金属試料表面から PBS 中に溶出する Mg2+ 

イオン濃度の経時変化 
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３）表面あらさ及びぬれ性の測定  

表面あらさは各材料の中央1点3D測定レーザー顕微鏡（OLS4100 SHIMADZU）を用いて4㎜解析し

た。ぬれ性は超純水の液滴を滴下し、10秒経過後の接触角を、ぬれ性評価装置（LSE-A100Tニック社）

を用いて測定した。各試料ともに5回測定を行った。  
 
（４）結果および考察  

結果を写真（図2.2.1.1）および表2.2.1.1～表2.2.1.2に示す。未処理の圧延材上では細胞はアクチン

フィラメントが伸展した形状を呈しているが、SLM材上ではアクチンフィラメントは進展せず、細胞

は小さくcuboidalな形状を示した。アルカリ希塩酸加熱処理を行ったSLM材では骨芽細胞は細胞質の面

積の減少が顕著であった。細胞の形態が分化に影響を及ぼすことが知られており、SLM材ではその凹

凸の形状により細胞が伸展できないことが骨分化に有利に働いていると考えられる。  
ぬれ性に関しては、SLMの凹凸構造のみでは圧延材と比べて変化は認められなかったが、アルカリ

希塩酸加熱処理を行った場合はSLM材で著明なぬれ性の向上がみとめられた。SLM材の持つ凹凸構造

は、アルカリ希塩酸加熱処理の持つぬれ性の向上を促進することが認められた。 
 

 
図 2.2.1.1 細胞蛍光免疫染色 赤：Rhodamine phalloidin (アクチン 
フィラメント) 青：TO-PRO®-3 (核) 

表 2.2.1.1 表面粗さ 
 Ra ( µm ) Rp ( µm ) Rz ( µm ) 
①圧延純チタン 1.02 5.20 8.52 
②圧延純チタン＋アルカリ希塩酸加熱処理 0.97 5.34 8.57 
③SLM 材 24.58 91.61 149.39 
④SLM 材＋アルカリ希塩酸加熱処理 23.50 84.31 136.95 

（注）Rp が Rmax に相当 
表 2.2.1.2 ぬれ性：着液 10 秒後接触角（°） 

試料名 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 平均 
①圧延純チタン 82.9 82.28 81.99 83.05 81.63 82.37 
②圧延純チタン+処理 19.8 18.44 18.37 19.18 21.74 19.506 
③SLM 材 88.32 88.32 91.39 85.02 93.62 89.334 
④SLM 材＋処理 ― ― ― ― ― ― 
④は着液後ただちに濡れ広がり接触角を検出できず 
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（５）結論  

SLM材では骨芽細胞の形態がよく維持されており、高い骨芽細胞親和性が示された。SLM材の表面

粗さは圧延材に比して大きいが、処理の追加による変化は軽微であった。またアルカリ希塩酸加熱処

理を施すことによるぬれ性の亢進は圧延材よりSLM材で顕著であった。 
 

2.2.1.2 SLM多孔材の骨結合性に関する動物実験評価 

（１）目的 

本項の目的は多孔デバイスに使用する最適な内部構造を明らかにすることである。前年度は、支柱

径を揃えた（気孔率が大きく異なる）多孔体において気孔径を300μm、600μm、900μmに変化させ、そ

の影響を評価した。いずれの構造においても4週間の時点で、骨との強い固着を認め積層造形法の有効

性が示された。しかし、気孔径による影響は不明であった。また、気孔率が異なることにより、多孔

体の強度が変化した。本年度は試験片の気孔率を一定に保ちつつ気孔径を変化させた多孔体を作成し、

2週、4週、8週の骨結合性評価を行った。  
 

（２）方法  

ダイヤモンド構造を模式した構造で、気孔率約65％を目標にして、気孔径を300、600、900μmに変

化させた多孔体を作成した。これら多孔体の強度は2.1.1.2項に記した。この3種類の多孔体を日本白色

家兎に埋植し、引き剥がし試験による結合強度評価、円柱形多孔体による骨組織侵入の評価を行った。 
 

（３）結果 

実験①：引き剥がし試験 
10×15×2mm3の板材で、気孔径を3種類（300μｍ、600μm、900μm）に変えた試験片を作成した。27  

羽の日本白色家兎の脛骨に挿入し、引き剥がし試験を行った（図2.2.1.2、実験方法は昨年度と同一）。

埋入期間は2、4、8週で、n＝6の評価を行った。 

 

   
 
図 2.2.1.2 引き剥がし試験の様子     図 2.2.1.3 引き剥がし試験結果 
 
引き剝がし試験結果を図2.2.1.3に示す。2週間の時点では600μmの気孔径のデバイスが、優位に骨と

の結合力が強かった。4、8週の時点では、3種類の気孔径のいずれのデバイスも骨結合力が強かった。

4、8週の時点では骨－デバイス間の破断ではなく、引き剥がすために把持する部位の皮質骨の破断を

認めた。 
 

実験②：多孔体による組織評価 
 実験①の試験片と同じ多孔構造を持つ円柱形のデバイスを作成した。図2.2.1.4-a)に示すように周囲

からの影響を受けないように円柱の側面は閉鎖とした。試験片は直径6mm×高さ9mmとし、気孔径を3
種類（300μｍ、600μm、900μm）に変化させた。18羽の日本白色家兎の大腿骨顆部に挿入した(図2.2.1.4-b))。
埋入後2、4、8週の標本を作成し骨侵入状態を、n＝4で評価した。 
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a) 多孔デバイスの外観       b) 白色家兎の大腿骨顆部に挿入した状態 

 

図2.2.1.4 骨組織侵入評価の方法 
 

 図2.2.1.5に兎大腿骨顆部に埋入後2週間の顆部の 
前額面で切断した標本を示す。多孔体と骨が接触 
している黄色四角部を評価した。  

2週の時点では、気孔径600μmのデバイスでの 
骨伝導が最も良かった。4週の時点では900μｍ＞ 
600μm＞900μmの順に骨伝導がよい傾向であった。 
 
（４）考察  

2週の時点で、気孔径600μｍのデバイスが骨との 
固着力が強く、大腿骨顆部に挿入した多孔体の組織 
より、2週の時点では気孔径600μｍの試料の骨侵入 
距離が最も大きいことから、この気孔径は早期の強 
い固着力の要因となっていると考えられる。4、8週 
の時点では、気孔径に関わらず骨との強い固着力を 
認めた。しかし引き剥がし試験の際、デバイス・骨 
接触面の破断を認めておらず、気孔径が固着力へ与 
える影響による差は認めなかった。多孔体による組 
織侵入評価では、図2.4.1.8に示したように2週の時 
点での骨侵入距離は600μm＞ 900μm＞300μmの順に、 
4週の時点では900μm＞ 600μm＞300μmの順になっ 
ていた。臨床使用するデバイスとしては、早期に骨 
との強い固着力を持つものが求められるので、多孔 
構造としては立体トラス構造で、気孔径600μm、気 
孔率65％が好ましいと考えられる。 
 

2.2.2  SLM 法で造形した Ti-6Al-4V 合金板材の引張強度および疲労強度 

（１） はじめに 

前年度では SLM で造形した板厚さの異なる純チタン板材の引張強度を実験的に求めた。今年度は

Ti-6Al-4V 合金の板材を SLM 法で作製し、その引張試験、疲労試験を実施した。また、比較のために、

同合金粉末を用いて電子ビーム（EBM）法で造形し 
たもの、および同合金の市販されている板材を用意 
した。SLM 材の特徴を検討した。 

2.2.2.1 引張強度試験 

（１） 引張試験片の SLM造形 

試験片の作製にはレーザー溶融装置（EOS社製 
EOSINT M270）を用いた。材料は粒径≦45 μmの 
Ti-6Al-4V合金粉末で、試験片作製時のレーザー操 
作操作条件は、昨年度の純チタンの場合と同じで 
ある。 

 
図 2.2.2.1 引張試験片の形状、寸法(単位:mm) 

 
図2.2.1.5 埋入2週間後の前額面で切断し 
た標本 

 

４㎜ 

 
図 2.2.1.8 多孔体への骨侵入距離 



 

33 

 

選択的溶融法のもう一つの造形法は熱源に電子ビームを用いるEBM法である。本研究ではSLM法と比

較を行うために、EBM造形装置（ARCAM社：EBM A2）を保有する企業に造形を依頼した。造形条件

の細部は社外秘のために入手できていないが、その企業においては試行錯誤して得られた最適造形操

作条件との連絡を受けている。 
 

（２） 引張試験片の形状 

試験片の形状を図2.2.2.1に示す。全長74.0mmで、その中央部は幅6.0mm、厚さのみを0.5～2.0mmに

変化させた。また、中央部の両端に両端に幅 16.0mm×長さ15.5mm×厚さ2.0mmのつかみ部を設け、そ

の寸法は中央部の厚さに関係なく一定とした。 
 
（３）供試材料の種類 

 実験に用いた材料は Ti-6Al-4V 合金粉末から SLM 法および EBM 法により造形したものおよび市販

の同合金板で、引張試験には造形のままで供試した。それらの試験片の化学成分を表 2.2.2.1 に示す。

Ti-6Al-4V 合金の JIS 規格に比較して粉末から造形したものは酸ガス成分が多くなっている。また、試

験片の表面を SEM 観察した結果を図 2.2.2.2 に示す。SLM 材は表面の沢山の粉末粒子が付着たままで

あるが、EBM 材の表面には付着粒子が無く、積層のピッチは SLM 材よりも EBM 材の方が大きい。 
 

表 2.2.2.1 供試材の化学成分              （wt％） 
材料名      Al         V         Fe       C       O     N     H      Ti 
JIS 規格   5.50-6.75   3.50-4.50   ＜0.40  ＜0.08  ＜0.20  ＜0.05  ＜0.015    残 

JIS 規格 ELI   5.50-6.75   3.50-4.50   ＜0.25  ＜0.08  ＜0.13  ＜0.03  ＜0.0125   残 
市販材        6.32        4.03       0.15    0.015   0.19    0.006   0.0040   残 
SLM 材       5.88        3.76       0.13    0.022   0.27    0.017   0.0083    残 
EBM 材     5.52        4.17       0.18     0.018    0.18     0.061    0.0003   残 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）引張試験の方法 

板材の引張試験には島津製作所製 SERVO  
PULSER Model EHF-LV020K1-010 を用いた。 
引張試験は、試験片のつかみ部を治具に固 
定し、引張速度 0.0168 mm/s で行った。引張 
試験における応力-ひずみ曲線から引張強度 
を求め、試験片 3 個の値の平均値をその材 
料の引張強度とした。 
 
（５）ミクロ組織の観察方法 

 ミクロ組織の観察手順を図 2.2.2.3 に示す。引張試験に供して試料の端部の厚肉部からミクロ組織

観察用の切断片を採取し、積層方向面と熱源走査面のミクロ組織を観察するための研磨・バフ研磨を

行った。バフ研磨後、腐食液として HF：HNO3：H2O＝1：10：200 の水溶液を用いた。 

SLM法およびSEBM法で作製した
Ti-6Al-4V合金板材表面のSEM写真

ＥＢM法

100µm

ＳＬＭ法

100µm

積層
方向

積層
方向

積層状態に差が無いか

 
図 2.2.2.2 SLM 法および EBM 法で作製した Ti-6Al-4V 合金板材表面の SEM 写真 

造形した試験片の写真から積層方向を示す

ミクロ組織観察用試料の準備手順

SLM造形状態

積層方向 一端を切断し
⇒半分に切断

実験方法

ミクロ組織観察面

積層面

熱源
走査面

 
図 2.2.2.3 造形材のミクロ組織観察部位 
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（６）引張試験の結果 

１）引張強度 

 板状試験片の引張試験時の荷重－変位線図を比較して図 2.2.2.4 に示す。荷重の増加に伴い材料が降

伏し始める付近の形状は 3 者 3 様の違いが認められた。すなわち、SLM 材の場合は最高荷重点で大き 
な変形を示すことなく、破断に至るが、EBM 材の場合は降伏を開始してのち少量の伸びを示した後破 
断する。一方、圧延材の場合は降伏に至る荷重が SLM 材や EBM 材よりも高く、降伏するとともに伸

びを示した後に破断する。 
図 2.2.2.5 は引張強度に及ぼす試験片の板厚さの影響を示す。板厚さが減少するとともに引張強度が

減少する傾向は SLM 材、EBM 材ともに同じであるが、SLM 材の強度の方が EBM 材のそれよりも高

い。図 2.2.2.6 に伸びと試験片の板厚の関係を示す。引張強度は、板厚さが小さいほど低くなり EBM
材の伸びの方が SLM 材のそれよりも大きい。Ti-6Al-4V 合金圧延材の引張強度は 1041MPa、伸びは 10％
で、この合金の JIS 規格の値を満足するが、今回調査した造形ままの SLM 材および EBM 材は JIS 規

格のすべての項目を同時に満さない。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）引張破断面の観察による不完全溶融層の厚さ 

SLM および EBM で造形した場合、表面に不完全溶融面が存在する。図 2.2.2.6 は EBM 法で造形し

た Ti 合金板材の引張試験時に得られた破断面の SEM 観察結果で、両表面に全厚さの 10％程度の不完 

全層が見られる。今回、引張試験を行った Ti 合金試料に関して、図 2.2.2.6 と同様の SEM 観察を行い、

不完全溶融層の厚さを調べた。その結果を SLM 材と EBM 材を比較して、図 2.2.2.7 に示す。全板厚さ 
に占める不完全溶融層の割合は板厚さが小さいほど大きくなり、板厚さ 0.5mm で約 60％、2.0mm の場

合でも 15％程度に達する。また、この割合は EBM 法と SLM 法にはほとんど差が認められなかった。 

  

 
  図 2.2.2.4 引張試験における荷重－変位曲線 

 
図 2.2.2.5 SLM 法および EBM 法で作製した

Ti-6Al-4V 合金板材の強度に及ぼす板厚の影響 

 
図 2.2.2.6 SLM 法および EBM 法で作製した

Ti-6Al-4V 合金板材の伸びに及ぼす板厚の影響 



 

35 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

３）造形材のミクロ組織 

図 2.2.2.9 に積層方向のミクロ組織を SLM 材と EBM 材を比較して示す。SLM 材の場合、外側から

積層上方の中心部に向かって成長した細長い結晶粒が積み重なっているが、EBM の場合は中心部に積

層方向に長い縦長の結晶粒が並んだ状態にある。そこで、外周部を拡大した写真を図 2.2.2.10 に示す。

上述のように SLM 材の場合は上方中心方向に結晶粒が成長した様子がうかがえるが、EBM 材の場合

は粒状の組織になり、しかも大きい粒になっている。これらの比較から、SLM 材の場合レーザー光で

溶融したのち次層が溶融して積み重なる過程で外周から急冷されて、積層上方の中心部に向かった結

晶粒となるが、EBM の場合は電子ビームで溶融した層が凝固し、その上に溶けたチタン合金が積層さ

れる過程で外周から熱の影響を受けて急冷されることなく、結晶粒の粒成長が進行したと考えられる。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）考察 

 Ti-6Al-4V 合金の粉末から SLM 法および EBM 法により作製した厚さの異なる試料の引張強度、伸

びを調べた。図 2.2.2.4 に示したように SLM 材では最高引張荷重でほとんど変形することなく破断し

たが、EBM 材では最高引張荷重付近で少しの塑性変形が生じて破断に至った。また、図 2.2.2.5 に示

したように引張強度が EBM 材よりも高く、伸びは EBM 材の方が SLM よりも大きい。さらに板厚さ

が小さくなるにしたがって、造形法が異なる両材の引張強度はともに減少し、伸びも同様の傾向を示

した。選択的溶融法で造形する場合の特徴として、外表面に不完全溶融層が形成されること、溶融し

た材料の周辺に粉末が存在し、それによって急速に冷却されることが挙げられる。外表面の不完全溶

融層が引張試験片の板厚さに占める割合を調べた結果、図 2.2.2.8 に示したように SLM および EBM と

もにその割合は各種の板厚さにおいてほぼ同等で、板厚さが大きい方が不完全溶融層の板厚さに占め

 
図 2.2.2.8 SLM 法および EBM 法で作製 
した Ti-6Al-4V 合金板材の全厚さに占め 
る不完全溶融層の割合 
 
 

   
図 2.2.2.9 SLM 法および EBM 法で

作製した Ti-6Al-4V 合金のミクロ組

織(積層面） 

 
図 2.2.2.10  SLM および EBM 法で造形した

Ti-6Al-4V 合金のミクロ組織：外側周辺の組織 

 
図 2.2.2.7 EBM 法で作製した Ti- 
6Al-4V 合金板材の破断面の SEM 
写真例(厚さ:1.69mm) 
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る割合は小さくなる。このことから、不完全溶融層の存在が SLM と EBM 材の引張試験特性に差をも

たらしたと考えることは難しいと判断された。 
 一方、図 2.2.2.9 および図 2.2.2.10 に示したように試験片外周近傍にミクロ組織に差が観察された。

すなわち、SLM 材では組織が外表面から中心上方に向かって細長く伸びているのに対し、EBM 材で

は外周面近傍に丸みを帯びた大きな結晶粒が存在する。このことは、熱源により融かされた合金が周

囲の粉末により冷却されて凝固する際に、その外表面に存在する粉末の温度が SLM の場合は室温であ

るが、EBM の場合は高温であるために結晶粒成長が進行し、丸みを帯びたミクロ組織になったと考え

られ、この差が引張変形挙動に差をもたらしたと考えられる。 
引張強度には材料組成も影響を及ぼす。今回の試験片では SLM 材では酸素が、EBM 材では窒素が

規格値を超えていた。粉末を原料として使用する際に粉末の粒径が小さいほど酸素が増加する傾向に

なることは粉末成形の領域では一般的である。造形時の環境によって特にガス成分が変動する可能性

が高いので、この点に留意することが品質を確保する上でも重要である。 
 

2.2.2.3 疲労強度試験 

（１） 試験片の造形法 

引張強度試験の項に説明した方法と同様である。 
 

（２） 試験片の形状 

疲労試験片の形状を図 2.2.3.1 に示す。この形状は前 
年度に実施した純チタンの疲労強度評価に用いたもの 
と同じである。SLM 材および EBM 材ともに、この形状 
に造形したままのものを用い、圧延材の場合は購入した 
厚さ 2mm の板からこの図の形状に機械加工した。 

 

（３） 供試材料の化学成分 

疲労試験に用いた材料は引張試験に用いたものと同じで、表 2.2.2.1 に 
示した化学組成を有するものである。 

 
（４） 試験装置 

疲労試験には最大荷重 20kN の島津サーボパルサ(EHF-LV020K1-010 形) 
に図 2.2.3.2 に示す試験治具を取り付けて行った。操作方法は昨年度と同様 
である。 

 
（５）試験条件  

島津製作所製サーボパルサに負荷量Wを設定し、試験片の水平位置から  
上下に曲げ変形を与える両振り法を用いた。負荷速度は2Hzで、最大繰り 
返し数106回で破損した時の曲げ応力を疲労強度とした。  

 
（６）実験結果および考察  

図 2.2.3.3 に曲げ疲労試験結果を示す。Ti-6Al-4V 合金板市販品の 106回疲労強度は約 900MPa 強で

あり、SLM 材および EBM 材の場合はそれよりも低い応力で破断が生じ、強度順位は、圧延材＞EBM
材＞SLM 材となった。特に SLM 材においては著しく低い荷重で破断を起しており、今後、更なる実

験を追加し疲労強度を明らかにする必要がある。 
そこで、疲労破面をSEM観察した。その結果を圧延材、SLM材およびEBM材に対してそれぞれ図

2.2.3.3および図2.2.3.4、図2.2.3.5および図2.2.3.6、図2.2.3.7および図2.2.3.8に示す。圧延材の場合、クラ

ックの起点から破壊が進行し、破断面には結晶粒が掘り起こされたようなうろこ状の面を呈し、紙面

の上下方向に連なるクラックが無数に観察される。これは破壊がクラックに垂直な方向に進展してい

ることを示す。一方、SLMの破面を観察すると、表面の不完全溶融部分に端を発し、少し内側に入っ

たところには無数の空隙が存在する。そして板厚さの中央部の破面を見ると圧延材において見られた

ようなうろこ状の破面は見当たらず、またところどころ空隙も観察され、圧延材に見られたクラック 

 
図 2.2.3.1 疲労試験の形状 

  

図 2.2.3.2 板材の曲げ 
疲労試験治具の構造 



 

37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も存在しない。これは破壊が始まった後はクラックが急速に進行して破断に至ったものと思われる。

さらに、EBM材の破断面を観察すると破壊の起点と思われる付近の内部に空隙が観察される。また、中

央部の破面に圧延材に見られたうろこ状の組織が散在し、クラックも僅かながら観察された。今回の

レーザー溶融材および電子ビーム溶融材は共に造形ままの状態で疲労試験に供した。引張試験の項で

記したようにSLM材は強度が高く、伸びが非常に小さく、ミクロ組織観察では造形後に急冷された状

態が示唆した。このことに対して、EBM材の強度は規格の下限値に近く、伸びはSLM 材よりは大き

く、またミクロ組織観察は外面が再結晶を起こしているかのような状態を示した。このような差が疲

労強度の差をもたらしたと考えられる。  
 
（７）残された課題  

昨年度実施した純チタン SLM 材の疲労強度は、低サイクル側で圧延材のそれよりも高く、106 回に

おいて両者に大差が見られなかった。しかし、Ti-6Al-4V 合金では圧延材に比べて SLM 材および EBM 
材の疲労強度は低かった。合金の方が鍛練や熱処理によって変化する金属組織の影響を大きく受ける

ことに起因すると考えられる。今後、Ti 合金においては鍛練材と選択的溶融材の機械的な特性につい

てさらに詳細な調査が必要である。 
 

 
図2.2.3.3 圧延材の端部とその近傍の疲労破

面SEM写真 
 

 
図 2.2.3.4 圧延材の中央部の疲労破面の

拡大 

 
図2.2.3.5  SLM材の端部の疲労破面SEM写真と

周辺に観察された空隙  
 

 
図 2.2.3.6  SLM 材の中央部の疲労破面の 
拡大 

 
図2.2.3.7  EBM材の端部の疲労破面SEM写真

（表面近傍に空隙が観察される） 
  
 

 
図2.2.3.8  EBM材の中央部の疲労破面の 
拡大 
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2.2.3  脊椎デバイスの強度評価 

（１）はじめに 

昨年度に 4 柱式フレームと多孔体から成る人工頸椎の数値計算による強度評価を行った。本年度は

頸椎デバイスの最適化設計を行うために、①圧縮実験による強度評価およびその結果と数値計算結果

との比較、臨床使用される頸椎スペーサーの数値計算による強度的な安全性評価を行った。また頸椎

の CT 画像を基に構築した頸椎モデルにデバイスを挿入した場合の応力状態をも評価し、デバイスの

挿入位置と応力発生に関して議論を加えた。 
 

2.2.3.1 圧縮試験方法 

頸椎デバイスの圧縮試験を下記条件のもとで 
行った。 
・装置 ：島津製作所製オートグラフ 
             （最大負荷力：10ｋN） 
・負荷速度：１ ㎜／分 
・金型潤滑：無潤滑 
・試験片：純チタン粉末から SLM により造形 
した試料および Ti-6Al-4V 製市販ケージ。 

 

2.2.3.2 実験結果と考察 

 図 2.2.3.2 に市販されているケージの圧縮 
試験結果を示す。荷重の増大とともにケージは 
変形し、荷重が最高点に達するところで、ケー 
ジにバレル変形が生じ、さらに圧縮すると荷重 
は増加することなく、変形のみが進行する。こ 
の圧縮試験における最大荷重は 5kN であり、本 
開発における多孔チタンデバイスがこの荷重に 
耐えるかどうかが強度評価の一つの目安になる。 
 図 2.2.3.3 は頸椎デバイスとして設計・造形さ 
れた 4 柱／多孔体の圧縮試験結果で、この試験 
片は圧縮試験用に上下面がフラットに成るよう 
に造形されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
荷重－変位曲線を見ると15.7kN 程度の荷重まではほぼ弾性変形とみなせる。それ以上の荷重になる

と徐々に塑性変形が進み、ついに最高荷重22kN に達する。この変形が進行する状況を数値解析で得

られた相当応力の結果と対応させて図2.2.3.4 に示す。負荷が5kN では相当応力は小さいが、10kN で
支柱に高い応力が生じ、15.7kN の荷重では細い方の柱により高い応力に、さらに19.33kN では支柱の

図 2.2.3.1 圧縮試験に用いた試験片 
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  図 2.2.3.3 頸椎用人工椎体の圧縮試験結果 
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図 2.2.3.2 市販ケージの圧縮試験結果 
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図 2.2.3.4  頸椎用人工椎体の変形と相当応

力分布の対比 
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応力は400MPa 以上になっており、実験で観察した変形状態では支柱が外側に変形していることがわ

かる。4 本の支柱を有する頸椎デバイスは、市販の頸椎ケージよりもはるかに強度が高く、負荷時に

は支柱で荷重を支えていることがわかる。 
以上の結果をデバイスの耐荷重、剛性率の観 

点で比較整理した結果を表 2.2.3.2 に示す。4 本 
の支柱を持つ多孔体の頸椎用人工椎体では 21k 
N の高荷重まで耐えるが、剛性率は 26.6kN/mm 
と皮質骨のそれよりも高い。また、多孔部分の 
みの耐荷重は市販ケージとほぼ同じ 5kN 強であるが、剛性率は 5.25kN／mm と低い。市販ケージの剛

性率が 15.3kN になっていることから、骨の変形特性と整合するような構造設計が必要である。 
 
2.2.3.3 デバイスの数値計算による強度評価 

（１）解析ソフト  

導入した解析ソフトは㈱計算力学センターが開発したMechanical Finder Ver.6.1 で、骨に埋め込んだ

人工関節や椎体の強度解析に広く使用される。これを用いて臨床試験等で用いる頸椎デバイスの強度

評価を行った。 
  

（２）数値解析の対象とした頸椎デバイスと解析時の境界条件  

数値解析の対象にしたデバイスは、2.1.1 項で述べた方法で設計されたもので、臨床試験に用いら

れた頸椎スペーサーである（図 2.2.3.5）。この図からわかるように上下面はそれに接触する椎体の表面

形状に一致させるように少し凸状である。数値解析に当たっては、図 2.2.3.6 に示すように下側(底面)
を固定し、上面全体に垂直方向に大きさ、5kN、10kN および 20kN を作用させた。前節で述べたよう

に、臨床使用されている市販のケージの耐荷重が 5kN 程度であるので、本解析においても 5kN の荷

重を作用させた場合の挙動に注目した。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（３）数値計算結果 

１）デバイスの圧縮強度：数値解析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.2.3.7 にデバイスの上面に各種大きさの荷重を与えた場合に発生する相当応力分布を示す。数値

のカラーバーは最大 250MPa を示しており、これは 0.8mm の厚さの SLM 造形純チタン板材を引張試

験した際の強度（既報）である。図 2.2.3.7 からわかるように 5kN の荷重ではほぼ全面が 150MPa 以

表 2.2.3.2 多孔体の強度および剛性率の比較 

 

 
図 2.2.3.7 頸椎スペーサーA に各種荷重を作用させ 
た場合のデバイスに生じる相当応力分布 

 
図 2.2.3.8 頸椎スペーサーA の断面内 
の相当応力分布（荷重：5ｋN） 
 

図 2.2.3.5 数値解析の対象として頸椎スペーサーの例 
 

図 2.2.3.6 解析の境界条件 

. 
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下であると推定されるが、20kN の負荷を与えると多孔部に 250MPa 程度の相当応力が生じている。         
図 2.2.3.8 は荷重 5kN の場合のデバイス断面内の相当応力を示したもので、最大応力が 100MPa 以

下になっている。このことを臨床研究に使われたすべてのデバイスに対して行い、強度的には安全で

あることを確認した。 
 

２）頸椎スペーサー／頸椎骨を一体にした場合の応力 

患者の頸椎骨CT画像を用いて、頸椎スペーサーを埋入した場合の応力状態を数値解析により検討し

た。その時に用いた数値解析モデルを図2.2.3.9に示す。頸椎骨は対象患者のCT画像から取り出したも

ので、患部の椎体間にスペーサーを計算機上で挿入し、荷重5kNを椎体の上下面に与えた。 
まず検討した頸椎スペーサーの外観と 

5kNの負荷を与えた場合の相当応力計算 
結果を図2.2.3.10に示す。単純に上面に5 
kNを負荷した場合には100MPa程度の相 
当応力が発生する。これを頸椎間に挿入 
した場合の椎体断面および椎間スペーサ 
ーの断面の応力状態を図2.2.3.11に示す。 
この図からは多孔体の一部に100MPaを 

超える応力が生じていることがわかる。 
椎体間にスペーサーを挿入する際にその 
位置が本来あるべき位置からずれている 
と椎体とスペーサー間に局所的な接触が生じ、応力値も高くなると考えられる。そこ

で、図2.2.3.11に示したスペーサー位置を基準位置として、設置位置を意図的に変え

た場合の応力状態を計算した結果を図2.2.3.12に示す。スペーサー位置を基準位置か

ら前後左右にずらした場合に、スペーサー多孔部および椎体に高い応力が生じている

ことがわかる。本研究における椎間スペーサーは椎体面の形状をCT画像で取出し、

それに一致するように外面形状を造形しているので、椎体間に形成される空間にぴっ

たり一致するようにスペーサーを挿入すれば、異常な接触応力や過剰な応力が多孔体

内部に生じることは無い。しかし、何らかの理由で位置ずれが生じた場合には、設計

値よりも高い応力状態になる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 
 

  

 
図 2.2.3.10 頸椎スペーサーに圧縮荷重を作

用させた場合に発生する相当応力とその分

布（荷重：5kN） 

 
図 2.2.3.9 頸椎スペーサーを頸椎に挿入した場合の 
数値解析モデル 

 
図 2.2.3.11 頸椎スペーサーを頸椎に挿入した場

合の頸椎およびスペーサーに生じる相当応力分

布（荷重：5kN） 
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2.2.4  生物学的安全性評価試験結果 

2.2.4.1 生物学的安全性評価 

 SLM 法にて作製したチタンデバイスの製品化に当たり、薬事申請に必要な生物学的安全性評価デー

タを取得するため、製品を模擬した検体（検体名称：SLM チタン多孔体）に対して、平成 24 年 3 月 1
日付け薬食機発 0301 第 20 号「医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的

考え方について」を参考に、JIS T 0993-1 または ISO 10993-1 に準拠した生物学的安全性評価を実施し

た。具体的な評価項目は、薬食機発 0301 第 20 号 表 1「考慮すべき評価項目」を参考に、細胞毒性試

験、皮膚感作性試験（Maximization 法）、皮内反応試験、遺伝毒性試験（細菌を用いる復帰突然変異試

験）、遺伝毒性試験（ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験）、骨内埋植試験を選定した。また、

これら生物学的安全性試験に先立ち、SLM チタン多孔体から溶出する溶出物の定性、定量分析も実施

した。 
その結果、SLM チタン多孔体は、既に医療機器の多孔体作製法として多用されている粉末焼結法に

て作製したチタン多孔体と同様、生物学的安全性の面で生体に対するリスクは極めて低いと判断した

（表 2.2.4.1）。 
表 2.2.4.1 SLM チタン多孔体の生物学的安全性試験結果 

試 験 項 目 結  果 
１．化学的溶出試験 ISO10993-5 に基づき、化学的溶出試験を実施した。その結果、SLM チタ

ン多孔体から溶出が確認された無機イオン種は Cr および K のみであり、
その溶出量は 50ppb 以下と極微量であった。また、SLM チタン多孔体か
ら溶出した TOC（全有機炭素）量は、6.2～6.4 ppm であり、SLM チタン
多孔体の製造過程で混入可能性のある製造使用物質リストの最も有害な
有機物を考慮しても、許容範囲内の溶出量であると判断した。 

２．細胞毒性試験 V79 細胞を用いるコロニー形成法における細胞毒性試験を実施した。その
結果、SLM チタン多孔体の抽出液に、コロニー形成 (コロニー形成率およ
びコロニーサイズ) への影響は認められず、細胞毒性作用のないことが確
認された。 

 
 図 2.2.3.12 頸椎スペーサーの挿入位置を変えた場合の椎体およびスペーサー

に生じる相当応力分布(荷重：5kN) 
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３．皮膚感作性試験
（Maximization 法） 

SLM チタン多孔体の皮膚感作性について、雌性の Hartley 系モルモットを
用いて、Maximization test にて検討した。その結果、生理食塩液抽出群お
よびオリブ油対照群共に、いずれの観察時点においても皮膚反応は認めら
れなかった。 

４．皮内反応試験 SLM チタン多孔体の抽出液の皮内投与における皮内に対する影響の有無
を、日本白色種、雄性ウサギ 3 匹を用いて検討した。その結果、生理食塩
液抽出液、ゴマ油抽出液およびそれぞれの対照液とも、いずれの動物の投
与部位においても皮膚反応は認められなかったことから、SLM チタン多
孔体の抽出液は、ウサギの皮内に対して影響を与えないものと判断した。 

５．遺伝毒性試験 
（細菌を用いる復帰突
然変異試験） 

SLM チタン多孔体の細菌における遺伝子突然変異誘発性の有無を、
Salmonella typhimurium TA100、TA1535、TA98、TA1537 および Escherichia 

coli WP2uvrA を用いる復帰突然変異試験により検討した。その結果、各菌
株の直接法および代謝活性化法のいずれの試験系列においても、被験物質
抽出液処理群の復帰変異コロニー数の平均値は陰性対照群の平均値の 2
倍未満であり、被験物質抽出液の用量の増加にともなう復帰変異コロニー
数の増加も認められず、SLM チタン多孔体は、当該試験条件下において、
試験菌株に対する遺伝子突然変異誘発性を有しないと判断した。 

６．遺伝毒性試験 
（ほ乳類培養細胞を用
いる染色体異常試験） 

チャイニーズハムスター肺由来細胞 (CHL/IU) を用いて、SLM チタン多
孔体の抽出液の in vitro における染色体異常誘発性の有無を検討した。そ
の結果、SLM チタン多孔体のイーグル MEM 血清不含培地および 10%血
清含有イーグルMEM培地抽出液のいずれにおいても染色体の構造異常お
よび数的異常の出現率の増加は認められず、SLM チタン多孔体は当該試
験条件においてほ乳類の培養細胞に対し染色体異常誘発性を有しないと
判断した。 

７．骨内埋植試験 SLM チタン多孔体をウサギの大腿骨内に埋植し、埋植後 12 週における埋
植部周囲の炎症反応等の程度から、その骨組織に及ぼす影響を検討した。
その結果、SLM チタン多孔体は、対照物質として用いた Ti-6Al-4V ELI 合
金バルク体と同様、埋植部周囲において顕著な炎症反応は認められず、当
該試験条件下において、骨内炎症反応を有しないと判断した。 

 

 

2.2.5  医療機器承認 

SLM のように選択的溶融により積層造形したチタン材料製のデバイスは、我が国においては例が少

なく、EBM により造形した Ti-6Al-4V 合金製人工股関節カップが日本において販売されているのみで

ある。したがって、本プロジェクトで開発し、臨床研究まで行って有効性を証明したデバイスにおい

ても、容易に製造承認が得られるわけではない。特にテーラーメード型のデバイスに関しては一層そ

の障壁は高いものと考えられている。現在、厚生労働省と経済産業省が協力して、３D 積層造形材の

医療応用に関するガイドラインの作製を目指した委員会を設置し、活動が続けられているので、そこ

から出るガイドラインを一つの指針としたい。 
一方、PMDA の 3D 積層造形医療機器の承認を獲得するための筋道を明確にするために、PMDA の

意見をヒヤリングした。その結果、一般の医療機器の承認を得るために必要な事項を満足することが

必須であることが判明した。すなわち、安全性を担保するものとして、生物学的安全性の評価、強度

的な安全性の評価、製造における品質の安定性評価が必要である。本開発において、生物学的安全性

を評価したところ、既存のデバイスに多用されている Ti-6Al-4V 合金に劣らないことが判明した。ま

た、強度面に関しては、デバイスの適用部位を明確にすれば、そこに適用した場合の強度的安全性を

担保しうる設計が可能である事を示した。製造における品質安全性に関しては、標準的な製造条件、

検査手順等を明確にし、それにしたがって多孔体を造形し、それらの寸法的精度や強度を評価した。

現時点では同じ条件設定で造形したものが、所定の誤差範囲内で繰返し造形できることを示すことが

不十分であるかおもしれない。今後、PMDA との議論を行いながら、医療機器承認を得るための要件

をより明確にして、承認を得るための努力を続けていきたい。 
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2.3  臨床試験 

2.3.1  歯科口腔外科臨床試験 

2.3.1.1 臨床試験の概要 

欠損歯を有する患者に対しては架橋義歯あるいは有床義歯による咀嚼機能の回復が図られてきた。

近年これらの患者に対して、歯科インプラントを応用し非常に良好な結果が得られている。しかしな

がら、重度の歯槽骨吸収症例では、義歯、歯科インプラントの適用が非常に困難となる場合がある。 
これらの患者に対して、純チタン粉末を原材料とし、歯槽骨および顎骨欠損患者の画像データから

骨造成用SLMチタンデバイスを設計し、それをSTL（STereoLithography）ファイルに変換し、SLMを

用いて造骨用テーラーメードチタンメッシュ10例、大規模な顎骨欠損症例に対してテーラーメード型

人工顎骨 2 例を作成した。それぞれに実態模型との重ね合わせによる精度検証を行った。 
※ 主任研究者が2013年5月より九州大学に移転となり、倫理委員会の審査都合により今年度は臨床応用できず、デバイスの

作製および寸法安定度を検する観察研究を行った。 

 

2.3.1.2 歯槽骨欠損に対するテーラーメードチタンメッシュプレート 

（１）背景と意義 

従来、歯牙欠損患者に対しては義歯による咀嚼機能の回復が図られてきた。近年これらの患者に対

して、歯科インプラントを応用し非常に良好な結果が得られている。しかしながら、重度の歯槽骨吸

収症例では、義歯はもちろんのことインプラントの適用が非常に困難である。現在このような症例に

チタンメッシュを屈曲して用いた歯槽骨再建を行うことが一般的であるが、屈曲したチタンメッシ

ュの形態は非解剖学的であり骨欠損などを有する疾病においては治療に限界があり、複雑な形態の歯

槽骨には応用が難しい上に、正常な組織に侵襲を加えるという欠点がある。このため生体に対して、

より非侵襲的で、安全かつ迅速な歯槽骨再建を可能とする治療法、すなわち、個々人の病態や骨形状

に適合するようなテーラーメードチタンメッシュが望まれている。 

 (２）目的 

本研究では、現在医療現場が直面している上記課題を解決するため、テーラーメードチタンメッシ

ュを用いた歯槽骨再建を前提とし、患者の CT データより任意の形状のチタンメッシュを設計し、治

療に適用することを目的とする 
 

2.3.1.3 顎骨欠損に対するテーラーメード人工顎骨 

（１）背景と意義 

歯の欠損は咀嚼機能の低下を招き患者の Quality of Life を大きく損なう。ましてやそれを支える骨を

失っては、義歯やブリッジ、インプラントなどによる治療も不可能となる。金属プレートによる再建

でプレートの露出、義歯装着不能など、血管柄付き筋骨皮弁による再建では顔貌回復の困難さ、侵襲

の大きさなどが問題となる。現在、このような症例に対して、自家骨や人工骨を用いた骨造成が行わ

れ、他部位より採取した骨の固定・維持にはチタン製インプラントが使用されてきた。両者の欠点を

補うべく、コンピューターシュミレーションによる術前顔貌の回復を目指したテーラーメード型人工

顎骨の開発を着想するに至った。 

 （２）目的 

有歯列部の顎骨を喪失した患者にとって、疾病の再発はもちろんであるが、摂食という大きな喜び

を失うことも問題となる。特に、下顎歯肉癌、エナメル上皮腫などで下顎骨の連続性が無くなった場

合、インプラントなどが無くては咬合すら不可能である。本研究の目的は、テーラーメード型人工顎

骨を用いた顎骨再建を前提とし、患者の CT データより任意の形状のテーラーメード型人工顎骨を設

計することを目的とする。 
 

2.3.1.4 臨床観察研究 

SLMを用いて作製したテーラーメードチタンデバイスを用いた臨床観察試験は2013年10月2日、九州

大学大学院歯学研究院口腔顎顔面外科学分野および九州大学医学部附属病院・医の倫理委員会の承認

を得て、自主臨床観察試験を開始した（※倫理委員会許可番号 25-274）。 
2013年10月2日から2014年2月14日までの期間に12例の臨床観察試験を行った(設計例を2.1.1.3項に示
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した)。小規模テーラーメードチタンメッシュ10例、大規模テーラーメード型人工顎骨2例で、対象疾

患は、チタンメッシュは全例とも齲蝕及び歯周疾患による抜歯後の骨吸収によるものであり、大規模

人工顎骨は2例とも歯肉癌により顎骨再建術後であった。 
 

【代表症例】 73才男性 主訴は咀嚼障害 

《現症》 
左関節突起から左オトガイ部にかけて既成チタンプレート及び超骨移植による顎骨再建術後画像診

断によりCTおよびMRIで既成チタンプレートのずれ及び移植骨の吸収を認めた。 
《設計と造形》 

3D画像解析ソフト(Zedview, LEXI社, Tokyo, Japan)を用い、CT画像の2値化を行い、骨形状データを

STLファイル形式で書き出し、デバイス外形のデザインは3D形状モデリングソフト（FreeForm）に

骨形状データ(STL)を読み込んで行った。デバイスは健側を元にデザインし、術後は義歯を使用する

ことを想定して丸みを帯びた形態にした。また、デバイスに血流を持たせるために気孔率を70%以

上となるよう、穴（Φ1.5mm）を1 mm間隔でデザインした。実臨床を想定して顎関節の位置などに

適合させるために2種類のサイズバリエーションを用意した。その後、EOSINT M270（EOS社, Berlin, 
Germany)を用いたSLM法で造形した。 

《寸法精度試験》 
造形されたデバイスを3Dスキャナ（RexcanARX, Solutionix社, Seoul, Korea）でSTLファイルとして読

み込み、デザインした元データと重ねあわせ寸法精度を計測。寸法誤差は中心部で60μm、辺縁部で

300μmであった。 
単位 103μm 

 

 

 

 

 

 

 

粘膜側                  骨面側 

 

 
図2.3.1.1 実態模型と歯槽骨造成用テーラーメードメッシュプレート 

 

2.3.1.5 結果 

適合性試験：ZPrinter450を用いて作製した患者頚椎の三次元実体模型を用い、臨床試験担当医師お

よび第三者による適合性評価を用手的に行い、適合性を確認した。 
力学試験：FEMによる応力解析で荷重をかけた際のデバイス内部の荷重分布が均一で、かつ骨との

界面の均一な荷重分布が得られることで、デバイスの初期固定性、荷重下での力学的安全性を確認し

た。結果、全症例において必要十分な適合性が確認された。 
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2.3.2  整形外科臨床試験 

2.3.2.1 研究内容の概要 

純チタン粉末を原材料とし、患者疾病部位の画像データからSLMを用いてテーラーメードデバイス

を造形し、さらに表面化学処理により生体活性能を付与したチタン多孔体デバイスの頚椎前方再建手

術における安全性と有効性を確認し、被験機器の早期安全性と概念実証を評価する。また、本研究の

成果をもとにテーラーメード型デバイスを用いた新しい治療体系を構築する。 
 

2.3.2.2 臨床試験結果 

SLM を用いて作製したテーラーメード型純チタンデバイスを用いた臨床試験は平成 24 年 12 月 18
日、京都大学大学院医学研究科および京都大学医学部附属病院・医の倫理委員会の承認を得て、自主

臨床試験が開始された。2013 年 1 月 31 日から 10 月 31 日までの期間に 5 例の臨床試験を行った。男

性 4 例、女性 1 例、手術時年齢は平均 57 才（37〜75）、対象疾患は全例が頚椎症性脊髄症であった。

手術部位は 1 椎間が C3/4 1 例、C4/5 1 例、C5/6 1 例、2 椎間が C4-6 1 例、C5-7 1 例であった。術前の

日本整形外科学会頸髄スコア（JOA）は平均 12.1 点（10.5〜15）であった。 
プロトコルに従い手術は行われ、手術時間は平均129分（93〜203）、出血量は平均36mL（20〜100）

であり、自家骨採取は全例で回避でき、術中・入院期間中に有害事象は発生せず、被験器機は全例で

計画通り挿入され、形状適合性はいずれの症例でも良好であった。入院期間は術後平均12.6日（12〜
13）であった。術後経過観察期間は平均5.2ヶ月（1〜10）であり、最終観察時のJOAスコアは平均16.1
点（14.5〜16.5）に改善し、改善率は平林法で平均79.8%（50〜92.3）であった。 
 

【代表症例】 56才女性、主訴は両手のしびれと右肩痛  

●画像診断：CTおよびMRIでC4/5およびC5/6レベル椎間板膨隆および骨棘形成による脊髄圧迫を認

め、術前診断は頚椎症性脊髄症であった。 
●設計と造形：3D画像解析ソフト(VGstudioMAX2.2)を用い、CT画像の2値化を行い、骨形状データ

をSTLファイル形式で書き出し、デバイス外形のデザインは3D形状モデリングソフト（FreeForm）

に骨形状データ(STL)を読み込んで行った。内部の多孔部（ダイアモンド構造）はアンカー効果を

得るため枠より0.3mm突出するようにデザインした。手術の際の頚椎の位置などに適合させるた

めに3種類のサイズバリエーションを用意した。最終デザインしたデバイスの形状をCT画像にて

適合性を確認後、EOS社製 EOSINT M270を用いたSLM法で造形した。  
 

    
図 2.3.2.1 術後レントゲン写真：前後面像（左）、側面像（右） 
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2.3.3  動物医療臨床試験 

2.3.3.1 病変部切除後の欠損部に合致するテーラーメードデバイス 

（１）症例 

 症例は 4 才、7.2kg、去勢雄のシーズー犬で、橈骨遠位部分が肥大化した事で来院した。初診時のレ

ントゲン検査によって橈骨遠位骨幹端部分の肥大化した病変がみられた（図 2.3.3.1）。この病変部分は、

骨生検によって骨嚢胞と診断された。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

病理検査後、CT 検査を実施しその情報をもとに病変部分を画像上で切除シミュレーションを行い、

骨欠損部に適合するデバイスを設計し SLM により純チタン製デバイスを造形した。また病変部分を再

現するプラスチック骨モデルも同時に作成した（図 2.3.3.2）。 
作成された人工骨を生体活性化処理し、一時的に既存のチタンプレートを用いて関節固定を含む更

なる固定を追加した（図 2.3.3.3）。デバイスは病変部切除後の形態に合致し手術は容易に行えた（図

2.3.3.4）。 

    
図 2.3.3.3 手術後のレントゲン写真      図 2.3.3.4 術中写真 
埋入したデバイスと一時的関節固定     切除部分にデバイスが埋入されたところ 

 

一時的な関節固定を含むプレート固定は手術後 73 日目にとりのぞいた。術後 30 ヶ月目の CT 検査

では、周辺骨はデバイスと隙間なく接触し, 骨の侵入がみられデバイスは生体骨の中で骨の一部とし

て機能していると考えられた（図 2.3.3.5、図 2.3.3.6）。 
    

       
図 2.3.3.5 周辺骨とデバイスと隙間      図 2.3.3.6 デバイス内への骨侵入 

  
図 2.3.3.1 橈骨遠位 
骨幹端の大きな病変 

 
図 2.3.3.2 病変部切除シミュレ 
ーションとデバイスの設計 
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2.3.3.2 下位頸部脊椎脊髄症（CCSM）に対するテーラーメードデバイスを用いた減圧術 

（１）はじめに 

CCSM（下位頸部脊髄脊椎症）は大型犬に発症する難治性疾患である。外科的治療は、脊髄に対す

る除圧を目的とし、固定を併用しないベントラルスロット形成術が一般的に用いられている。しかし、

固定を併用することで動的因子の除去とともに二次的な脊柱変形を予防することが期待される。ベン

トラルスロット形成術に加えて行う固定術には様々なデバイスが用いられてきた。 
本項においては、生体活性処理を行ったテーラーメード純チタン製デバイスを独自に作成し、大型

犬 CCSM に対する治療に用い、術後 1 年以上の経過観察および画像評価を行った。 
 
（２）症例 

症例は当院で、神経学的異常が認められ、CT スキャン、MRI、レントゲンにおいて CCSM と診断

された 5 例である(図 2.3.3.7-a)、-b))。 
 

   
図 2.3.3.7-a) 症例１：レントゲン写真       図 2.3.3.7-b) 症例 1：MRI、T2 強調画像 

（矢頭で示す部位で椎体傾斜症が認められる）   （C6-7 間での脊髄の圧迫が認められる） 
 

症例 1、2、3 はドーベルマン、症例 4 はバーニーズマウンテンドッグ、症例 5 はレッドボーン・ク

ーンハウンドであった。平均年齢は 8.8 才、性別は全例オスであった。罹患部位は症例 1,2 が C6-7 間

で、症例 3、4、5 が C5-6 間であった。術前の神経学的評価では平均 4 点であった。全例で術後 1 年以

上の追跡評価が可能であった。 
 

（３）デバイス 

術前の診断に用いた CT 画像より、コンピューターソフト(VGStudio MAX 2.2, Volume Graphics, 
Germany 及び、FreeForm, SensAble Technologies, Woburn, MA）（図 2.3.3.8）を用いて、独自のデバイス

を設計した。設計コンセプトは初期安定性を得ると同時に骨癒合を促進するために、ベントラルスロ

ットで生じた空隙部を満たし、さらに椎間空隙部に挟み込む、十字形断面を有するものとし（図 2.3.3.9）、
2.1.2 項に記載の方法でデバイスを造形した(図 2.3.3.10)。さらにデバイス表面はヒトの臨床で用いられ

ている処理と同じ条件での生体活性処理（2.1.3 項）を行った。 デバイスサイズは 90%、100%、110%
の 3 種類を用意した。 
 
 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

  

 
図 2.3.3.8 VGStudio MAX 2.0, Volume Graphics and FreeForm, 

SensAble Technologies 
 

 

 
図 2.3.3.9 デバイスのデザイン 
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（４）術式 

仰臥位、全身麻酔、顕微鏡下にベントラルスロット形成術を行い、徹底的な椎間板切除および骨棘

切除を行い、上下の椎体の骨性終板を露出させ、頭部牽引下にデバイスをスロット内部に打ち込んだ。 
術中 CT にてベントラルスロットの形成およびデバイス設置位置の確認を適宜行った。デバイスの固 
定性に不安のある症例ではスクリューによる固定を追加した（症例 3、5）。また術直後には MRI によ

って神経除圧の評価を行った(図 2.3.3.11)。 

 
図 2.3.3.11-a)  デバイス設置前、       b)  デバイス設置後 

(矢頭はデバイスを示す。デバイスは頭を牽引し、椎間部に打ち込み、設置する) 
 

（５）結果 

全例で術中、術後に重篤な合併症を認めなかった。術中ＣＴでは、全例でベントラルスロットが正

確に形成され、適切なデバイスの設置が確認された(図 2.3.3.12、図 2.3.3.13)。また術直後 MRI でも全

例で脊髄の圧迫像の解除が確認できた(図 2.3.3.14)。術後 10 日までに症状が急速に改善し、術後 3 ヶ

月までには全例が歩行可能となった。 
 

    
図 2.3.3.12 術中ＣＴ横断像      図 2.3.3.13 MPR 像、a:矢状断像、b:冠状断像  

 

  
図 2.3.3.14 症例 1 の術後 MRI、a:伸展姿勢、b: 屈曲姿勢。 

(矢頭部での圧迫が改善されている) 
 

 
図 2.3.3.15 術後 3 ヶ月の CT 画像 
（デバイスと骨の間隙が殆ど無い） 
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神経学的評価では術後 10 日で術前平均 4.0 点から術後平均 1.6 点に、術後１ヶ月では 0.4 点に改善 
し、症状悪化を認めた症例は 1 例もなく、また、術後 1 年の経過観察時に症状の再発を認めた症例は

1例もなかった。術後の画像評価ではデバイスの破損や椎骨の骨折などの合併症は認められなかった。 
術後 3 ヶ月の CT 検査では、全ての症例でデバイス周囲に骨の増殖像が認められ、症例 1 では良好

な骨融合が確認された(図 2.3.3.15)。 
 

（６）結語 

テーラーメード型デバイスを用いた CCSM に対する頚椎固定術を 5 例の大型犬に行い、術後 1 年以

上の経過観察を行った。脱転や破損などの合併症は無く、画像的には全例で脊柱の安定性が得られた。

また、全例で歩行可能となり、臨床成績も良好であった。本技術は CCSM に対する有効な術式となる

ことが期待出来る。 
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3.  全体総括（委託事業の振り返り） 

(1) 当初目標達成度に関する自己評価 

(a) 当初目標（委託事業初年度開始時） 

整形外科領域における人工骨、人工関節などのデバイスを用いた治療の分野では、海外製品のシェ

アが 90％以上を占めている。欧米人と日本人の体形の違い、疾病特異性の違い、文化や生活習慣の違

いなどから、既存のデバイスでは、デバイスを挿入するために患者の骨を削り、骨形状をデバイスに

適合させる場合が多く、骨欠損などを有する疾病においては治療に限界がある。したがって個々人の

病態や骨形状にデバイスを適合させるテーラーメード医療として利用できる日本人向けの手術機器の

開発が求められている。 

本事業は、現在、医療現場が直面している問題を解決するために、チタン材料の三次元積層造形技

術を用いて、 

１．微細構造造形技術 

２. 表面処理技術 

３．デバイス設計技術 

４．臨床試験施行 

の各項目の技術課題を改良し、生体親和性が高く、かつ力学的・形状的適合性に優れたテーラーメー

ドチタン製骨関節疾患治療デバイスを開発し、臨床応用することを目的とする。 

(b) 自己評価点 

当初目標を達成した。 

(c) 自己評価理由 

おおむね当初計画した通りに進捗し、事業化のキーとなる製造販売業者として、整形外科部門で京

セラメディカル株式会社、口腔外科部門で和田精密 歯研株式会社の協力が得られた。 
口腔外科部門の臨床試験については、研究者が途中で愛媛大学から九州大学に移籍し、そのため新

たに九州大学の倫理委員会の審査を受けることとなり、停滞を余儀なくされ、当初予定していた臨床

試験回数を達成することができなかった。その他の分野におけるデバイス製造は３年間を通してほぼ

立案した実施計画通りに進捗し、テーラーメードデバイスの部材を提供するための製造工程、力学的

検証、非臨床試験（生物学的安全性試験）など、薬事申請に向けた準備ができたので概ね満足できる

結果であったと言える。 

①臨床試験の実施 

1.歯科口腔外科 
GBR 臨床試験の長期評価を行った。テーラーメード顎関節再建の臨床試験を実施した。 

2.整形外科 
テーラーメード脊椎再建の臨床試験プロトコルの倫理委員会での承認と臨床試験を実施した。 

3.動物医療臨床試験 
疾病ごとに最適のデバイスを設計した。椎体デバイスのセミオーダーメード化を行った。 

②デバイス製造工程の確立 

1.デバイスデザイン 
生体活性及び力学的特性を最適化したデバイスデザイン技術を確立し、口腔外科、整形外科分野

での臨床試験を実施した。製品化ターゲットとなる汎用型脊椎ケージについての形状設計およびテ

ーラーメード形状設計のプロトコル化を行った。 
2.デバイス造形 

SLM 造形条件の最適化を行い、臨床試験用デバイスの造形を行った。造形プロセスや操作時の確

認方法等を明確にし、薬事承認に向けて SLM 造形製造工程表を作成した。 
3.生体活性化 
生体活性化処理法として、アルカリ-希塩酸-加熱処理法、酸-加熱処理法の実用性が確認された。 

4.力学試験、有限要素解析 
積層造形法の基準作りのため SLM で作製した純チタン造形物の強度、疲労強度等力学特性を明確
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にするとともに、有限要素法によるデバイスの構造解析を行い、臨床使用における安全性を確認し

た。一方、SLM および EBM（電子ビーム積層造形）により造形したチタン合金の力学的特性比較

を行った。 
 上記、項目については、当初計画どおりである。 

 

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

（a）対象とする課題・ニーズ 

① 対象部位の絞り込み 

変更前 整形外科分野、歯科口腔外科分野、手術器具、動物用インプラントなど部位が多岐にわたる 
変更後 対象部位を 脊椎デバイス、GBR（顎堤再建用保護デバイス）、顎骨再建デバイスとする。 

本事業の成果の一つである積層造形技術を活かした部材提供を目的とすると、広い分野での応用が

期待でき、当初は整形外科、歯科口腔外科だけでなく手術用器具や動物用インプラントへも対象とし

ていたが、パートナー企業が上市可能な製品群として脊椎デバイス、GBR、顎骨再建デバイスに的を

絞った。 

(b)機器スペック・ビジネスモデル 

① 製品ターゲット 

変更前 整形外科分野、歯科口腔外科分野、手術器具、動物用インプラントなど多岐にわたる製品群 

変更後 歯科口腔外科分野の GBR、顎骨再建デバイス、整形外科分野の脊椎デバイスの製品化に絞り込む 

対象部位の絞り込みと同様に製品ターゲットの絞り込みを行った。パートナー企業のビジネスプラ

ンに依存されている。 

② テーラーメード型から汎用デバイスへ 

変更前 整形外科分野におけるテーラーメード型デバイスの開発 

変更後 第一段階として積層造形による汎用脊椎デバイスの製品化を優先する。 

整形外科分野においては、積層造形による金属製テーラーメード型デバイスの新規性が非常に高い

ことと、｢テーラーメードはコンセプトであり、個々の治療に関わるデバイスは、薬事法上ではテーラ

ーメード治療に寄与する汎用品とすべきである｣という有識者委員・伴走コンサルからの助言により、

第一段階として、事業化の可能性の高い金属積層造形による汎用椎体ケージの製品化を行うこととな

った。具体的には、現在流通している脊椎デバイスの仕様範囲内の汎用脊椎デバイスの製品化を行う。

なお、本プロジェクトにおける佐川印刷の役割は、医療機器メーカーに対する中間部材（積層造形物）

の供給であるため、本計画変更に際しては、実際に市販を担当するパートナー企業の意見を最大限尊

重した。積層造形による汎用脊椎デバイスの市販後、より形状の自由度を高めたセミカスタム型の脊

椎デバイスの市販を目指す。 

(C)事業化体制 

① パートナー企業（製造販売業社）連携 

変更前 パートナー企業（製造販売業社）の発掘 

変更後 整形外科を京セラメディカル株式会社、歯科口腔外科を和田精密歯研株式会社が製造販売を担当するパートナー

企業として本コンソーシアムに参加 

デバイスを製造販売するのは部材提供の佐川印刷ではなく、製造販売業許可を有するパートナー企

業である。ゴールは事業化なのでその役割を担うための要件を見定めて、整形外科分野に京セラメデ

ィカル社が、歯科口腔外科分野に和田精密歯研社が、それぞれを担当するパートナー企業としてコン

ソーシアムメンバーに参画し、連携を図った。 

② 製造業許可の取得 

変更前 製造業許可の取得が事業化の条件。 

変更後 製造販売業社への部材提供（下請け業）で事業化する。 

経済産業省発行の「医療機器の部材供給に関するガイドブック」の留意点を守り、製造業許可を必

要としない部材供給企業として事業化を図る。 
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(d)事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 開発製品 

現時点では、積層造形法による金属製「テーラーメード」デバイスの薬事承認はその規格も存在し

ないことから厳しい状況にある。そこで、現在流通しているデバイスの仕様範囲（部位、サイズ等）

内で汎用脊椎デバイスを積層造形法にて製造し、中間部材として製品化を行う事となった。積層造形

法による金属製汎用脊椎デバイスの市販後、テーラーメード型デバイスの薬事承認を目指す。 
そのため、前臨床試験など汎用型脊椎デバイスの薬事申請の準備と並行して、テーラーメードデバ

イスの開発及びその規格作りに着手した。 
整形外科分野の脊椎デバイスに関しては SLM 技術による汎用 SLM 脊椎ケージとし、歯科口腔外科

分野では顎堤再建用 SLM チタンメッシュ（GBR）、顎骨再建 SLM デバイス（テーラーメード型イン

プラント）として製品化を進めることとなった。 
 

(3) 薬事・上市スケジュール 

3 つの製品に対する薬事申請、上市スケジュールは以下の通りである。 
 骨造成用 SLM チタンメッシュ（GBR） 

薬事申請：非医療機器（技工品） 上市予定：2014 年 4 月 
 顎骨再建 SLM デバイス 

薬事申請：2016 年 4 月  上市予定：2016 年 10 月 
 SLM 脊椎ケージ 

薬事申請：2015 年 4 月  上市予定：2016 年 4 月 
 
(4) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 

（a） 薬事面 

指摘事項 事業化には製造業許可の取得が必要 

 製造業許可の不要な部材供給企業（製造販売メーカーの下請け）として、まず事業を開始すること

を優先する。 

 

指摘事項 テーラーメード製品および積層造形物の一般的な安全性評価手法が存在しないため薬事申請時に必要となる基

準策定が必要。 

部位を脊椎デバイスに特定した汎用品（脊椎ケージ）に製品化ターゲットを変更し、積層造形法に

よる製造工程の基準化と薬事承認を目指す。テーラーメード型デバイスについても新規規格を提案す

る必要があるため、臨床試験の結果に基づいて規格作りに着手した。 

 

指摘事項 第三者機関による非臨床試験の実施 

 従来製品との比較検証を行いながら化合物安全性研究所にて生物学的安全性試験を実施した。 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 積層造形法による薬事承認を受けた既存製品がない。 

積層造形法による汎用デバイスとして脊椎ケージをターゲットし薬事承認を得る。 

 

指摘事項 積層造形の製造技術基準がない 

製造工程の標準化を図り、積層造形法により造形したデバイスについての製品基準を策定する。 

 

指摘事項 SLM 法以外の積層造形法との整合性 

他の積層造形法（電子ビーム法：EBM 法、造形環境など）との違いにより造形物（デバイス）に差

異の無い基準作りを目指し、SLM 法における力学的特性基準を策定する。 
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(c) 知財面 

知財面で特に指摘された事項は無かった。取得済（「人工骨の製造方法」）、出願、審査中（「骨修復

材料とその製造方法」「歯科インプラント治療の骨造成術において使用する保護デバイス」等）の特許

を活用する。 

 

(d) 事業化面 

製造業許可の取得に関しては、経済産業省発行の「医療機器の部材供給に関するガイドブック」の

留意点を遵守し、製造業許可を必要としない部材供給企業として事業化を図る。 

 

(e) その他全般 

 積層製造技術の提供：これまでに培ってきた積層造形技術（ノウハウ）を市場へ提供し、ものづく

り産業界からの医療業界への新規参入を促進する。 

 

(5) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

（a）事業体制 

事業実施機関の統合（バイオニック社が和田精密歯研株式会社へ吸収された）や、研究者（大学関

係）の移動による研究テーマの引き継ぎなどで、研究活動に遅延があったが、他企業や大学内の事情

によるものであり、やむを得ないものであった。それらの問題が発生した際にも、佐川印刷を中心に

臨機応変に対応し、事業体制を調整することで問題の影響を最小限に留めることができた。一方で、

年度末から年度初めの予算成立までの空白期間が 1から４ヶ月以上と長く、その間は事業（研究活動）

を縮小せざるを得ず、進捗に少なからぬ影響があった。 

(b) 事業の進め方 

月１回、定例会議を開催して、全体的な進捗確認、意見交換を行い、その他は電子メールでのやり

取り、必要に応じて個別に面談するというかたちで進めてきたが、比較的スムーズに研究活動を展開

できたと自負している。 

（c）その他 

三次元積層造形装置を用いた医療用デバイスの開発は世界各国で進められているので、世界的な研

究開発・市場化の状況調査をもう少し行うことができれば良かったのではないかと考える。 

 

 


