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1. 事業の概要
チタン合金製のインプラントである人工股関節ステムには、弾性率の適合性や疲労強度、生体安全性
など、医療現場で抱える課題がある。
本事業では、新素材である生体毒性のない Ti-Nb-Sn 系のチタン合金を用いて、機械的強度と弾性率を
部位毎に最適化する傾斜機能を持った人工股関節ステムの開発・事業化をする。

1

1.1 事業の目的
【目的】
人工股関節ステムは、日本国内だけでも年間 10 万件以上の手術で使用されている。この手術は、変形
性股関節症や関節リウマチ、骨折などが原因による歩行の困難や、激しい痛みが生じるなどの症状を改
善するために行われる手術である。人工股関節ステムを使用した手術後に、骨萎縮や大腿部痛などの術
後症状を生じることがあり、これらを改善することが医療現場の課題となっている。
また、現在の人工股関節ステムの材料として用いられている Ti-6Al-4V 合金に含有されるバナジウム
には細胞毒性が確認されており、生体への安全性に懸念がある。
人工股関節ステムには体重の 5 倍以上の荷重が掛かるとされており、十分な機械的強度が確保されな
いと折損などの不具合に直結する。
骨萎縮は、人工股関節の手術後に荷重の伝達がステムを通して行われることで、ステムと骨の接触が
強くないところに力を伝達する必要がなくなり、その部位の骨が萎縮してしまう症状である。また、大
腿部痛は、ステムの先端が骨の内部に接触して生じるとされている。このような術後症状は、従来の
Ti-6Al-4V 合金の弾性率が骨に比べて非常に高く柔軟性に欠けており、ステムと骨の一部のみが強く接す
ることに起因している。この解決には骨と同等の弾性率を持った柔軟な（ヤング率：55GPa 以下）人工
股関節ステムが必要である。しかし、他社製品では、ステム全体を低弾性率化した影響で肝心な骨との
固着性が悪化した例があり、適切な弾性率を見極める必要がある。
一方、ステムのネック部分には、大きな荷重や繰り返し応力がかかるが、低弾性率のチタン合金は機
械的強度、特に疲労強度が低いという材料学的な欠点がある。弾性率を低減した場合にも、部位的には
従来の Ti-6Al-4V 合金と同等の機械的強度（引張強度：1200MPa、疲労強度：700MPa）が必要である。
さらに、医療費削減のため、製品価格を抑えた製品の開発及び製造方法を確立することが必要である。
以上を解決するために、本事業では 1 本のステムにおいて大腿骨へ埋入される部位は低弾性率化を、
もう一端であるネック部分は高強度化を実現し、機械的強度と弾性率を部位毎に最適化するよう、材料
に傾斜機能を持たせた人工股関節ステムの開発を行う。
ここでいう傾斜機能とは大腿骨へ埋入する端部からネック部にかけて弾性率と機械的強度が徐々に変
化することを指す。
また、その材料については、新素材である生体毒性のない Ti-Nb-Sn 系のチタン合金を用いて生体安全
性を確保する。
これまでステム全体を低弾性率化した製品は存在するが、チタン合金で傾斜機能化特性を有する製品
は世界初の製品となる。また、新素材である Ti-Nb-Sn 合金は強度と弾性率をその製造工程で容易にコン
トロールできることや、製造工程における加工エネルギーの小ささから特性とコスト面で優位性があり、
様々な他の医療用インプラントへの適用拡大が見込まれる。
Ti-Nb-Sn 合金は、強度と弾性率を制御するために熱処理工程が必要となるが、一方で室温での鍛造加
工が可能であり、従来の熱間鍛造で用いる大容量のプレスや表面酸化を防ぐコーティングが不要なため、
工程の簡素化や省エネルギー化により製品の原価低減が見込まれる。
今後高齢化社会は益々加速する中、患者の QOL（生活の質）向上を図るために、本事業が果たす社会
的意義は非常に高い。
国内市場については、平成 28 年 3 月に薬事申請を行い、平成 29 年 3 月に上市を目指す。また、海外
市場（アメリカ）については、平成 29 年 12 月に薬事申請を行い、平成 30 年 12 月に上市を目指す。
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1.2 事業実施体制
事業管理機関：公益財団法人にいがた産業創造機構
PL：

髙津 昇（ミズホ株式会社）

SL：

長谷川 克紀（有限会社長谷川挽物製作所）

共同体：

①ミズホ株式会社
②有限会社長谷川挽物製作所
③セイコーインスツル株式会社
④TDF 株式会社
⑤アドバンエンジ株式会社
⑥国立大学法人東北大学
(東北大学病院臨床研究推進センター、東北大学病院)
⑦仙台赤十字病院
⑧国立大学法人東北大学(東北大学金属材料研究所）
⑨学校法人新潟工科大学
⑩国立大学法人宮崎大学
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1.3 事業化する医療機器の概要
1.3.1 製品名：TNS ステム
(1) 医療機器等の種類
機器等の種類
製品名

医療機器
クラス分類*
TNS ステム
分類名称（一般的名称）*
変形性股関節症、骨頭壊死症
対象疾患
届出／認証／承認*
関節リウマチ、外傷、他
想定される販売先
医療機関
新／改良／後発*
薬事申請予定者
ミズホ株式会社
医療機器製造販売業許可
ミズホ株式会社
医療機器製造業許可
当該製品の製造を担う
事業予定者
有限会社長谷川挽物製作所
医療機器製造業許可
（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。

III
人工股関節大腿骨コンポーネント
承認
改良医療機器
第一種 13B1X00306
15BZ005005
取得予定

(2) 医療機器等のターゲット市場
国内市場
薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）
想定シェア（上市後 3 年目）

平成 28（2016）年 3 月
平成 29（2017）年 3 月
30 億円／年（平成 32（2020）年時点）
450 億円／年（平成 32（2020）年時点）
6％（平成 32（2020）年時点）

海外市場
アメリカ
平成 29（2017）年 12 月
平成 30（2018）年 12 月
50 億円／年（平成 33（2021）年時点）
2500 億円／年（平成 33（2021）年時点）
2％（平成 33（2021）年時点）
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(3) 事業化する医療機器の概観・特長
新しいチタン合金である Ti-Nb-Sn を用いて強
度が必要なネック部（写真上部）では高強度を、
弾性が必要な遠位部（写真下部）では低弾性率
になるように単一金属で傾斜機能化した人工股
関節ステム
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1.4 市場性（想定購入顧客）
(1) 医療現場で期待される波及効果
現在、
人工股関節ステムの材料として多く用いられている Ti-6Al-4V は大腿骨と比較して非常に硬く、
弾性率の差が大きいため、荷重がステムだけを介して伝達されることで骨が萎縮してステムの固定が弱
化してしまったり、ステムの遠位端が大腿骨内部と接触することで大腿部痛といった患者の健康状態に
影響を与える症状を発症する場合がある。この問題の解決には大腿骨と同じ程度の弾性率の材質を採用
したステムが望れるが、同時に大きな荷重や繰り返し応力に耐えうる機械的強度も必要となる。本事業
のステムは、大腿骨へ埋入する遠位部側については低弾性率化を、ネック部側については高強度化を行
うことで、１本のステム上で異なる性質を傾斜機能化で実現するものである。これにより骨萎縮や大腿
部痛の抑制が期待される。
材料は新開発のチタン合金である Ti-Nb-Sn 合金である。細胞毒性の懸念のあるバナジウムなどの元素
を含まずに構成されており、生物学的安全性試験により生体安全性を確認している。このチタン合金は
成形性に優れており、鍛造工程の簡略化による低価格化も見込まれる。また、前述の骨萎縮や大腿部痛
の抑制は再手術や再診料の減少に繋がり、患者の QOL 向上だけでなく、製品価格を含めた医療費全体を
削減する効果となる。

(2) 当該機器等の市場性
① 提案する機器の想定顧客
使用ユーザーは整形外科医、最終ユーザーは股関節疾患を有する患者となる。矢野経済研究所の調査
資料によると、2011 年度では国内で年間 10 万 4,000 ユニット以上が手術で使用されており、年々増加
傾向にある。

② 提案する機器の想定市場規模
矢野経済研究所の調査資料によると人工股関節全体（ヘッドや骨盤側ライナー、シェル等含む）の 2011
年の国内市場規模は 638 億円であり、この内ステムは償還価格から 400 億円程度と考えられる。人工股
関節全体の市場は 2007～2011 年度までの 5 年間では年平均で 11 億円以上の増加傾向（図 2）となって
いる。この推移から、上市後 3 年目となる 2020 年にはステムの市場規模も 450 億円を超えるものと推
測される。
市場自体は大きいものの、シェアの 80％以上は海外企業に占められている。国内企業では最大手京セ
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ラメディカル社が 10 数％のシェアであるが、
弊社を含めその他国内企業は数％のシェアに甘んじている。
急激なシェア変動の起こり難い市場であるが、本事業の製品により海外企業からシェアを奪還すること
で国内企業のシェアを向上する。

(3) 競合製品／競合企業との差別化要素
1) 競合製品／競合企業の動向
（１）競合企業
海外企業である Zimmer 社、Stryker 社の大手 2 社で 40％のシェア、その他の海外企業 5 社（Johnson
&Johnson 社、B. Braun 社、Biomet 社、Wright Medical 社、Smith & Nephew 社）で 35％のシェア
となる。

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）
１．ステム全体を低弾性率化した商品（Stryker 社 ACCOLADE）
TMZF 合金の採用によりステム全体のヤング率が 80GPa 程度となっている。
Ti-6Al-4V 合金の 110GPa と比較すると３割程度低弾性率化されている。
骨の弾性率である 10～30GPa とは差が大きい。
7

２．スリットを設けた商品（Stryker 社 SUPER SECURE-FIT Plus および J&J 社 S-ROM）
骨に埋入される端部にスリットを設けることで柔軟性があることを特長としている。
断面積の分割により部位のタワミ量は増えるが、弾性率は 110GPa のままである。
スリットの切り上がりへの応力集中により破損のリスクがある。
３．上記 1 と 2 の特長を合わせ持つ製品（Stryker 社 Centpillar）
TMZF 合金の採用により低弾性となっており、加えてスリットを設けている。
TMZF 合金での弾性率の低減が不足していることを表している。
スリットによる応力集中のリスクは避けられない。
競合他社の製品は、上記 3 例で示したようにステム全体のヤング率を 3 割程度低減する方法や、
スリットを設ける方法、およびその組み合わせがあるが、ヤング率の低減が不足していたり、応力
集中で折損のリスクが高まったりと完全な解決に至った製品はない。本事業のステムは 5 割以上の
ヤング率低減を材料自体の特性を傾斜させることで実現するものであり、既存製品では解決できな
かった骨萎縮や大腿部痛の抑制が期待される。
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1.5 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
H25（2013）年度
以前

4

5

6

7

H26（2014）年度
8 9 10 11 12 1

H27（2015）年度
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

H28（2016）年度
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

H29（2017）年度
2

3

計画

要素技術開発
実績

試作機開発（治験用）

試作機開発
・改良

計画

【製品名】
TNSステム

材料の成分分析方法を確立
し、治験用の材料溶解と一部
実績
スウェージング加工を実施。
ISO7206-6は３本目を実施。

量産機開発

計画

安全性・耐久性検討

試作機開発（治験用）
安全性・耐久性検討

傾斜機能化熱処理炉の開発
量産工程検討

量産設備検討

量産試作

【製品名】
TNSステム

実績

熱処理炉は１月末に組み上げ
完了し、ミズホへ設置。量産工
程は切削加工を実施。治験用
ステム製造で詳細検討。

傾斜機能化熱処理炉の開発
量産工程検討

治験準備

計画

治験実施

臨床研究
実績

ミズホ社内のSOPを修正、整
備した。治験実施予定の病院
を訪問し、担当医への概要説
明を行った。

治験準備

PMDA：医療機器治験相談

計画

H29.12米国FDA医療機器申請
承認申請書類準備

★ H28.03医療機器製造販売承認申請

薬事申請
実績

東北大学、CROと共に治験プ
ロトコール案を修正し、
2/4PMDAにて準備面談を実
施した。

PMDA：医療機器治験相談

海外特許、商標等検討

計画

知財対応
実績

計画

販売戦略

過去２０年分の米国、欧州の
類似特許を調査した。

材料特許譲渡対応

販売計画作成
広報戦略・実施

実績

計画

上市時期

H29.3 上市（国内）

★

H30.12上市（米国）

実績
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(2) 投資回収計画
H26
(2014)
薬事申請時期
上市時期
支出額（単位：億円）
0.7
うち委託費
0.6
うち自己負担
0.1
売上高（単位：億円）
0
販売数量（単位：本）
0
※各年 4 月～3 月の年度で表記。

H27
(2015)

H28
(2016)
●

1.0
0.8
0.2
0
0

1.0
0.8
0.2
0
0

H29
(2017)
●
●
0.5
0
0.5
1.0
200

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

●
2.5
0
2.5
5.0
1,000

7.5
0
7.5
15.0
3,000

20.0
0
20.0
40.0
8,000

47.5
0
47.5
95.0
19,000

75.0
0
75.0
150.0
30,000

75.0
0
75.0
150.0
30,000

1) 投資計画
委託事業期間内は治験実施により患者や病院への支払いを 1 症例 400 万、30 症例で 1 億 2 千万円と試
算しており、2 年に分割しても年間 6 千万円程度必要となる。この他に CRO への費用が年間 3 千万円程
度必要である。この他、臨床研究推進センターへの費用が年間 350 万円程度と治験機器や量産の準備の
費用を考慮し年度毎の不足分は約 2 千万円程度と想定した。
上市後となる H29 以降は主に材料費と加工費などの製品製造に掛かる費用で試算した。材料費では特
に Nb（ニオブ）が高価で占める率が高く、原価低減は難しい。その分、簡便となる加工費が既存品より
も大幅に低減される予定であるが、ステム 1 本当たり 25 万円程度と想定して試算した。
2) 回収計画
上市初年度は東北大学を中心とした東北地域限定販売として 3～5 施設で各年間 50 本程度、合計 200
本程度を想定。次年度以降は全国展開を開始してミズホ既存製品ユーザーを中心に拡販。使用施設数は
20 施設程度に増加するが、当初から全ての置き換えは難しいため、1 施設での使用数はほぼ横ばいの 50
本と想定。3 年目以降では引き続き国内の既存品置き換えを行うとともに、国内他社 OEM、海外展開に
て販売数量の増加を進める。

(3) 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”
人工股関節ステムは本事業で開発するテーパー近位固定型の他、テーパー遠位固定型、カーブドアナ
トミック型などに大別され、さらに細分化すると非常に多くの種類がある。病院の方針や医師の考えな
どで各病院で使用されるステムの種類は限られている。上市後は引き続きバリエーションの拡充を図る
と共に、本事業で開発するステムに改良を加えた次世代製品の投入を行うことで販売を続伸する。

2) ビジネス体制
にいがた産業創造機構の事業化支援を受けながら、製販企業であるミズホから上市する。製品製造に
ついては材料生産とスウェージ加工をセイコーインスツル、室温型鍛造を TDF、切削加工を長谷川挽物
製作所が担当し、ミズホ（五泉工場）にて表面処理、熱処理を施して完成品となる。販売はミズホで既
存品の販売を行っている全国の各営業拠点と代理店を通じて行う。
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3) ものづくり中小企業の位置づけ
既に製造販売業と製造業の許可を持つミズホが中核となり、製品を製造、販売する。
新たに製造業の許可を取得予定である長谷川挽物は製品製造の一部（切削加工）を担う。
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要
(1) 委託事業の事業概要
人工股関節ステムとして最適な材料の傾斜機能領域を明らかにし、試作を行う熱処理炉を開発するとともに製造工程を確立し、治験に必要なステ
ムと周辺の手術機器を試作開発する。
治験に向けた準備として、プロトコールを含む各種書類の準備と体制整備を進め、準備が整い次第、PMDA での医療機器治験相談を受ける。
量産化を進める上で必要となるスウェージ、鍛造、切削の加工技術の検討を行う。

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要
試作品名
Ti-Nb-Sn 製人工股関節ステム

概要
サイズ#8～#16、タイプ各 2、計 18 種

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題
平成 26 年度の実施内容（実施計画書）
①傾斜機能領域の最適化
簡易的な解析により傾斜機能化されたス
テムの有効性は確認されているが、製品化
においては、より詳細な解析で骨との固着
性を考慮し、サイズ毎（骨の太さによる 5
サイズ、骨格による 2 タイプを作成）にど
の範囲を低弾性率化するのが最も効果的な
のかを明らかにする必要がある。
新潟工科大学と宮崎大学、ミズホにて
FEM 解析と力学試験を行い、最適な傾斜機
能領域を明らかにする。

▶

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
CT データから作成した骨密度を反映した大腿
骨の 3D モデルデータを利用して、ステムの弾性
率傾斜領域を変化させた複数のモデルにて、大腿
骨に与える応力とマイクロモーションを調査し
た。応力の発生位置からブラスト下部付近で固定
が得られるであろうこと確認した。また、一般的
に理想とされる 40μm 以下のマイクロモーショ
ンの達成には、今回のステムブラスト部と大腿骨 ▶
とのプレスフィット量 0.5mm で達成できること
を確認した。
ステムが大腿骨へ与える影響を確認するためのひ
ずみエネルギー密度の調査では、髄腔内のひずみ
エネルギー密度が高くならなかったことから、大
腿部痛の原因となるような骨反応は起こりにくい
と推察された。

今後検討・実施すべき事項
異なる骨形状、サイズなどステムと大腿骨
データの組み合わせを変えて複数の条件に
て、応力等を調査する。また、実際の手術に
おけるステムの設置状態などを踏まえて、各
評価指標の変化についてシミュレーションを
行う。
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平成 26 年度の実施内容（実施計画書）
②傾斜機能化処理工程の確立
試験炉により、Ti-Nb-Sn 合金材料の傾斜機能
化が可能であることは確認済みであるが、量産
においては複数個を同時に熱処理する必要
があり、複数個を同時に熱処理した場合でも
最適な傾斜機能化が得られるような工程を確
立する必要がある。
アドバンエンジと東北大学金属材料研究所、ミ
ズホにて熱処理時の温度分布やガスフロー確
認、熱処理用の各種治具検討を行い、各サイ
ズにおける複数個同時加熱での傾斜機能化
熱処理工程を確立する。
③傾斜機能化熱処理炉の開発
試験炉では 1 本毎の熱処理となり、量産へは
適用できない。複数個同時に処理可能な熱処
理炉の開発は量産化に向けて必須であり、既
に概要設計まで完了している。
アドバンエンジにて複数個のステムを同時に
部分加熱可能な特殊な熱処理炉を開発、製
作する。
④試作機開発（治験用）
セイコーインスツル、TDF、長谷川挽物製作
所、ミズホにて、治験用の試作機を製作する。
治験に向けては、使用が想定される主要な 5
サイズ 2 タイプについて各 5～15 本、合計 100
本程度を製作、準備する。
⑤手術器具の改良
自主事業として、ミズホと東北大学病院、仙台
赤十字病院にて、治験での使用ができるよう
に、ミズホ既存の人工股関節用手術器具をベ
ースに新型ステム向けに改良、改善を行う。東
北大学病院にて既存の機械器具の改良点洗
い出しを実施しており、この結果をもとに改良
試作品を製作し、さらにその評価を行う。

▶

▶

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
熱処理の加熱範囲を容易に変更可能な治具を検
討、作成した。
熱処理炉の炉内温度分布測定を実施した。
熱処理によるステムダミーの実温度測定を実施し
た。最大および最小サイズのステムにて開発した
熱処理炉で温度傾斜が可能であることを確認し
た。

概要設計や仕様確認、詳細設計など、打ち合わせ
を行い、確定した部分から順次部材発注を行うこと
で、短期間で熱処理炉を組み上げて稼動できる状態
となった。非加熱エリアとなる炉内上部、加熱エリアと
なる炉内下部との境界はセラミックトレーにて断熱を
行い、的確な部分加熱が可能な構造を実現した。セ
ラミックトレーは専用治具をセットした状態で出し入れ
可能となっており、段取りは炉の外で行えるようにし
た。
溶解材料の成分分析方法を確立し、一部溶解完
了品についてスウェージ加工を開始した。

▶

▶

今後検討・実施すべき事項
量産を想定し、炉内各箇所での加熱状態確
認を行い、想定した傾斜化が得られる加熱状
態になるように断熱やガスフローについて検
討を継続する。
▶

▶

▶

治験の対象症例として大腿骨頚部骨折を想定し、
ステム側の器具を中心にセットの見直しを行った。箱
ノミ、スターターリーマー、大転子ラスプ、MIS 用レトラ
クター、ユニバーサルドライバーを試作した。箱ノミ、
については医療機器製造販売届けを提出し、臨床使
用可能な状態となった。

▶

炉内温度制御とステムの実測温度には温度
差が確認されており、ステムの実測温度が高
めになることが分かった。ヒーター制御に加
え、拡散板を追加することで、さらに均等な
加熱状態を得られると考えられるため、確認、
検証を行う。

工程間を可能な限り短縮し、数量を分割して
進めることで治験実施予定である 6 月までに必
要数量を確保できるように日程調整を行う。

PMDA との面談により治験対象が大腿骨頚部
骨折から変形性股関節症、大腿骨頭壊死、関節
リウマチに変更となり機械器具は臼蓋側の対応
も必要となった。治験開始までに全般的な器具
の見直しを図るとともに、治験開始後も臨床医の
意見をもとに器具の改良改善を行う。
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平成 26 年度の実施内容（実施計画書）
⑥安全性・耐久性試験
自主事業として、これまで承認申請に必要な
書類の準備を進めており、この後耐久性のデ
ータを収集する必要がある。耐久性を示す疲
労試験のデータは承認申請時に必須である。
ミズホにて、承認申請で求められる ISO 規格に
準拠した疲労試験である ISO7206-4 および-6
を実施して製品の安全性と耐久性のデータを
収集完了する。
⑦治験体制整備
PMDA での薬事戦略相談にて治験実施につ
いて助言を受けており、治験実施は製品化に
向けて避けられない。
ミズホ主導にて、東北大学病院臨床研究推進
センターの協力により、東北大学病院、仙台赤
十字病院で承認申請に必要となる治験を実施
するため、プロトコールを含む各種書類整備、
体制整備などの準備を実施する。
⑧ステムの量産化製造工程の検討
代表サイズの試作は既に行っており、試作用
の金型にて製造工程自体は確認している。今
後、量産を見据えて金型など周辺整備を含め
て検討を進め、量産化製造工程を確立する必
要がある。
セイコーインスツル、TDF、長谷川挽物製作
所、ミズホにて量産化実製品レベルのステム
量産試作を実施し、量産化製造工程の確立に
向けた検討を自主事業として行う。
⑨新開発チタン合金（Ti-Nb-Sn 合金）の品
質評価方法の検討
新規のチタン合金において、材料の品質保
証は非常に重要となる。少量の溶解でも既
存の流通材料と同等の保証ができる簡便な
品質評価方法を確立する必要がある。
セイコーインスツルと東北大学金属材料研
究所にて材料品質の改善を進めるととも
に、量産に使用可能な合金組成や品質評価
方法を検討する。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
製品形状に試作した 6 本を用いてネック部の疲労試
験である ISO7206-6 を開始した。現在は必要本数６
本に対して 2 本が完了した。現在まで不具合は確認
されておらず、規定本数まで順次実施する。
▶

▶

▶

▶

今後検討・実施すべき事項
ISO7206-6 完了は 3 月下旬頃を予定。
現在製作しているステムが完成次第、
ISO7206-4 による疲労試験を実施する。
▶

治験に向けて CRO を選定した。
ミズホ既存の SOP を見直しを行い、改定、整備し
た。合わせてモニタリングに関する合同 SOP、監査手
順書、監査計画書を作成した。
東北大学病院の治験責任医師と仙台赤十字病院
に医学専門家を選定し、治験実施可能となる体制を
整えた。治験責任医師、医学専門家と共にプロトコー
ル案を作成した。
治験実施施設の候補病院へ治験への協力要請を
連絡し、各候補病院を訪問して概要説明を行った。
10 数本レベルの数量に於いては大きな問題無く製
品形状を製作できることが明確となった。量産に向け
た詳細な検討は今後行う治験用のステム製造にて数
量が増加した場合の検討を加えて行うこととなる。現
状までの検討では TDF にて行う鍛造金型の細分化
が必要であると考えている。鍛造の変更に伴ってスウ
ェージ金型にも変更が必要となる可能性がある。

プロトコールが完成次第、正式な治験実施施
設を選定する。その後、病院との契約を行い、治
験を開始する。
▶

治験用の試作機開発を通じて各サイズでの問題
点を抽出し、量産に向けた更なる製造工程検討
を行う。
▶

新開発チタン合金はニオブ含有量が多いため、
材料の一部に溶け残りや偏析が発生しやすい。素
材品質確認のため、これらの材料欠陥の検出方法
を確立した。成分分析に於いてもニオブが溶けに
くいため一般的な ICP による分析は採用できない
▶
と結論付け、SEM-EDS による定量分析で正確に成
分分析する方法を確立した。

確立された方法を用いて今後治験用に製造す
るステム材料についても分析を実施する。
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平成 26 年度の実施内容（実施計画書）
⑩スウェージ、鍛造加工技術の検討
スウェージ加工とは丸棒の外径を軸中心方向
へ絞っていく加工方法であり、この加工が機械
的強度を得る上で重要な要素となる。
セイコーインスツルと TDF にてスウェージと鍛
造加工を行い、ミズホとともに傾斜機能領域の
最適化で求めた状態を実現する加工技術を
検討する。
⑪切削加工技術の検討
本製品の量産化に向けては高精度で生産性
の高い切削加工技術の確立が必要となる。
長谷川挽物製作所とミズホにて切削加工にお
ける工具や加工条件、切削工程と治具開発を
行い、高精度、高生産性を実現する切削加工
技術を検討する。
⑫薬事戦略の体制づくりと治験相談
承認申請を行うための治験では GCP に則って
行う必要があり、主導企業となるミズホの体制
整備は早急な課題である。東北大学病院臨床
研究推進センターとともに治験に向けた準備
を進め、実施内容に問題がないか PMDA の医
療機器治験相談を受ける必要がある。
ミズホが主体となり東北大学病院臨床研究推
進センターとともに GCP 対応の治験実施体制
を構築する。
また、治験の実施内容確認のため PMDA での
医療機器治験相談を受ける。
⑬知財戦略の体制づくりと戦略検討、出願検
討
ミズホが主体となり、各機関との知財関係契約
内容の確認と調整を行い、体制を整備する。
年 2 回程度実施する推進委員会等により、戦
略検討や知財化計画の策定を実施する。熱
処理炉、熱処理方法に関する知財可能性調
査、および研究過程における出願検討を実施
する。

▶

▶

▶

▶

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
セイコーインスツルにて溶解された材料を用いて、
疲労試験用のステムを製作した。スウェージ加工にて
#9 用のテーパ形状を 10 本採取して鍛造を行った。
今回の試作では工程中で不良になるものは無く、全
数良品として加工を完了することが出来た。
鍛造した１本について熱処理を施し、硬度の確認
を行い、材料の試験で求められた強加工領域となる
硬度であり、目標加効率を実現できることを確認し
た。
ミズホでの加工実績から、加工工程や治具、使用
ツールなどの情報を長谷川挽物製作所と共有して切
削加工を実施し高精度、高生産性加工に向けた検
討を行った。

ミズホの治験実施体制として治験統括責任者、治
験機器管理者等の役割を決定し、CRO と共にミズホ
での SOP にあたる GCP 管理規定を改定して整備し
た。
PMDA での治験相談に向け H26 年 12 月 2 日に事
前面談を実施した。事前面談での指摘事項を医学専
門家を交えて検討を行い、修正した内容にて再度
H27 年 2 月 4 日に準備面談（事前面談の名称が改
定）を行った。準備面談での指摘事項については
CRO より統計専門家への相談を実施、その他につい
ては医学専門家との打ち合わせを計画中である。
今期の実施内容では新たな知財となりうる事項は
発生しなかった。
伴走コンサルにて海外での特許出願について指
摘を受けたため、特許事務所へ依頼して米国と欧州
について過去 20 年の先行特許調査を実施した。結
果として本事業のステム開発に影響があるような先行
特許は確認されなかった。

▶

今後検討・実施すべき事項
量産工程の検討を行う中で工程や金型に変
更がある場合、スウェージおよび鍛造加工での
加工率に変化がないか確認し、必要に応じて今
回同様に部位毎に想定した強度が保たれている
か確認を行う。

現状の方法から高精度、高生産性加工を図る
ためには工程と治具の検討が必要であり、量産
に対応できる検討を進める。
▶

▶

▶

今後、PMDA との数回の書面でのやり取りを
行い、場合によっては面談を実施して治験相談
を受ける。当初は 3 月末での治験相談を予定し
ていたが、プロトコールや治験機器概要書の記
載内容修正にはもう少し時間を要するため、治
験相談は 4 月以降となる。

今後、知財化の可能性がある知見が得られた
場合、全体会議等で戦略検討や知財化計画の
策定を実施する。
また、国内および海外の特許について、ステ
ム開発に影響を及ぼす申請が行われないか定
期的に確認を行っていく。
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平成 26 年度の実施内容（実施計画書）
⑭経済産業省・事業管理支援法人との打ち合
わせ
合同伴走コンサルおよび事業報告等を実施
し、事業の効率的かつ円滑な推進を図る。
⑮事業の管理・運営
本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジェク
ト構成員相互の連絡調整、プロジェクト全体の
事業の運営及び管理を実施する。

▶

▶

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
11/5 に第一回全体会合を実施して情報共有を行っ
た。11/21 に伴走コンサルに参加して助言を受けた。
▶
1/16 有識者委員会に参加した。

今後検討・実施すべき事項
必要に応じて順次実施する。

11/5 に第一回全体会合を実施して情報共有を行っ
た。
▶
月 1 回程度ものづくり企業側の打ち合わせを実施し
た。

順次実施する。
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1.7 事業化に向けた検討結果
(1) 薬事申請
1) 薬事戦略検討状況


医療機器治験相談事前面談（2014 年 12 月 2 日@PMDA）

治験プロトコールの骨子と前回の薬事戦略相談で助言を受けた治験機器の概要の修正案について提示
して助言を受けた。治験プロトコールについては対象疾患の追加、主要評価項目の見直し等について修
正が必要。また、治験機器の概要については原材料の同等性、形状の同等性について追加修正が必要。


医療機器治験相談準備面談（2015 年 2 月 4 日@PMDA）

治験プロトコールについて前回の事前面談の内容をもとに修正した案を提示して助言を受けた。
エンドポイントの達成基準および症例数の根拠を明確にすることなどの助言を受けた。
議事録を医学専門家に送付し、どのような内容に修正を行うか後日打ち合わせ予定。

2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策
事業化に向けた課題（隘路）
①医療機器治験相談までの期間
年度末までに医療機器治験相談を行うというタ
イトな予定にしているが、PMDA での医療機器治験

左記への対応策
CRO の協力により、書類作成を順次進める。医学
専門家には定期的に面会出来るように日程調整を
依頼して早期のプロトコール完成に努める。

相談の事前面談にて対象疾患の追加について助言
を受けており、医学専門家とのプロトコール修正に
は少し時間を要する可能性が出てきた。

(2) 知財対応
1) 知財戦略検討状況


国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組）

国内の先行特許については概ね調査を行ったが、海外についてはほぼ未対応である。
合同コンサルでは今後の海外展開を見据えて対応を検討するように助言を受けた。


権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略

合同コンサルにて商標について早めの取得を検討するように助言を受けた。


模倣品・侵害者が現れたときの対応

先行特許調査とも関連するが、海外では模倣品が容易に流通する可能性がある。

2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策
事業化に向けた課題（隘路）
①海外への特許出願
海外展開の時期を考慮して海外への特許出願を

左記への対応策
特許事務所へ依頼して類似の海外特許について
調査を行った。これにより海外特許を含めた特許の

検討する必要がある。

現状確認を行うとともに、海外展開に向けた特許対

しかし材料および製造の国内特許は既に出願から

策を検討する。
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事業化に向けた課題（隘路）

左記への対応策

時間が経過しており、同内容での海外特許の出願は
できない。
②模倣品・侵略者対策
将来の海外展開では容易に模倣品が流通してく

共同体内で検討し、必要に応じて特許事務所に相
談しながら対策を講じる。

る可能性があり、対策を検討しておく必要がある。

(3) 技術・評価面
1) 開発戦略検討状況


開発リスクの明確化と対応

2013 年秋に行った PMDA との薬事戦略相談にて、物理的、化学的特性において耐摩耗と衝撃につい
て評価が必要と助言を受けた。評価を行うため東北大学にて試験の実績がある教室に打診を行っており、
試験内容や試料形状、日程を調整している。試験結果は治験機器概要書の他、承認申請の書類に追加記
載する予定としている。


薬事申請に必要なエビデンス収集

ステムの材料については製造元をセイコーインスツルに変更するため、PMDA での事前面談で同等性
の証明が必要となることについて助言を受けた。試験片を製作し、生物学的安全性試験を実施した日本
食品分析センターと相談の上、溶出物試験による比較を実施中。3 月上旬には結果がまとまる予定。

2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策
事業化に向けた課題（隘路）
①代表性能以外の材料特性評価

左記への対応策
東北大学の協力を得て追加試験を実施する。試験

2013 年秋に行った PMDA との薬事戦略相談では、 の実績がある教室に打診を行い、内容や日程を調整
物理的、化学的特性において耐摩耗と衝撃について

中。治験機器概要書や承認申請時の資料として追加

評価が必要と助言を受けており、評価を行う必要が

予定。

ある。
②材料製造元の変更に伴う同等性証明
2014 年 12 月 2 日の事前面談にて試作時と材料の
製造元が変更される場合、成分が同一でも同等性に

生物学的安全性試験を実施した日本食品分析セ
ンターと相談の上、溶出物試験による比較を実施中
する。3 月上旬には結果がまとまる予定。

ついて証明が必要との助言を受けた。

(4) その他事業化全般
1) 販売戦略等


販売チャネル、供給（生産、物流）体制

国内の販売チャネルとしてはミズホにて代理店販売網を構築済みである。よって物流については既存
品と同様に供給可能である。生産体制としては試作により製造工程は確立しており、量産時の商流につ
いて企業間での打ち合わせを開始した。


アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制
18

ミズホにて既存品の販売を行っており、アフターサービスやクレーム処理についても体制は構築済み
である。使用教育については製品の上市に向けて検討を行う。


QMS 等の品質保証体制

ミズホは製造販売業を取得しており、QMS 等の品質管理体制は構築済みである。
本事業にて治験を行うにあたり、不足している部分に関しては CRO からの助言を受けながら構築を行
っている。PMDA への治験相談では修正済みの SOP を提示する。


広報・普及計画

本年度は治験実施の準備に注力しており、広報・普及計画については今後検討する。
ミズホではインプラント製品の中でも特に人工股関節について、専務直轄のプロジェクトを立ち上げ
て、営業と開発が一体となって推進する体制を構築しており、医師への啓発を含めた販売計画を作成す
る予定としている。

2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策
事業化に向けた課題（隘路）
①委託事業費以外に必要となる資金確保
治験に掛かる費用だけでも委託事業費だけでは
不足が予測されるため、資金確保が必要。

左記への対応策
ミズホの社内稟議が承認され、治験完了までの不
足分をミズホの自己資金から支出することとなっ
た。
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過
1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由
(1) 対象とする課題・ニーズ
特になし

(2) 機器スペック・ビジネスモデル
特になし

(3) 事業化体制
特になし

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール）
変更前
変更後

H27 年 3 月末頃に医療機器治験相談の予定
今後の医学専門家との打ち合わせ日程、および PMDA との書類のやり取りによりによるため日程は確
定していないが、医療機器治験相談は 4 月中旬となる見込み。

1.8.2 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

薬事申請

なし

知財対応

海外への対応が必要

対応
特許事務所に依頼して過去 20 年間の米国
および欧州の特許を調査した。

技術・評価面

なし

その他事業

なし

化全般
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案）
(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容
項目名
① 試作機開発（治験用）

具体的な内容
治験用のステムとして 9 サイズ 2 タイプを各 2～10 本、合計 100 本程度を
製作する。治験開始後もサイズによっては追加が必要となることが予想され
るため、状況に応じて不足分を追加製造して対応する。

②量産化検討

過去の試作品や治験用のステム製作過程で得られた情報を元にして、量産
にて多数個製作する場合を想定した検討を行う。

③量産試作

量産化検討の内容に沿って量産試作に着手する。

④治験実施

治験実施医療機関および治験責任医師を選定し、契約の取り交わしの後、
各実施機関毎に IRB を実施して治験を開始する。モニタリング、安全情報の
収集や伝達、症例報告書の確認、治験機器交付管理など、治験が滞りなく進
捗するように管理実施する。

⑤承認申請準備

治験開始から 1 年を目処にミズホにて承認申請書類一式を作成する。
非臨床のデータを充実させるため、材料特性試験を行う。また、FEM 解析に
て骨形状やサイズバリエーション、傾斜機能領域の違いによる応力等の変化
を調査する。

⑥知財戦略検討

新たな知財の可能性について、全体会議等で検討し、必要に応じてミズホ
主導で特許出願を行う。合わせて海外への出願についても検討する。既存の
特許については、国内外で類似特許の出願が行われないかをミズホにて継続
的に調査する。

⑦販売計画作成

治験の進捗や承認申請書提出の状況を踏まえながら、H27 年度後半よりミズ
ホにて販売計画の作成に着手する。

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項
領域
薬事申請

検討・実施すべき事項


治験実施医療機関および治験責任医師を選定し、契約の取り交わしの後、各実施機関
毎に IRB を実施して治験を開始する。モニタリング、安全情報の収集や伝達、症例報
告書の確認、治験機器交付管理など、治験が滞りなく進捗するように管理実施する。



治験開始から１年を目処にミズホにて承認申請書類一式を作成する。



非臨床のデータを充実させるため、材料特性試験を行う。また、FEM 解析にて骨形状
やサイズバリエーション、傾斜機能領域の違いによる応力等の変化を調査する。

知財対応



新たな知財の可能性について、全体会議等で検討し、必要に応じてミズホ主導で特許
出願を行う。合わせて海外への出願についても検討する。既存の特許については、国
内外で類似特許の出願が行われないかをミズホにて継続的に調査する。

技術・評価面



治験用のステムとして 9 サイズ 2 タイプを各 2～10 本、合計 100 本程度を製作する。
治験開始後もサイズによっては追加が必要となることが予想されるため、状況に応じ
て不足分を追加製造して対応する。



過去の試作品や治験用のステム製作過程で得られた情報を元にして、量産にて多数個
製作する場合を想定した検討を行う。



量産化検討の内容に沿って量産試作に着手する。
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その他事業
化全般



治験の進捗や承認申請書提出の状況を踏まえながら、H27 年度後半よりミズホにて販
売計画の作成に着手する。
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り
1.10.1 チェックリストによる自己評価結果

市場

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。

○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
×不十分
×不十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
該当せず
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
該当せず
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部

1.10.2 平成 26 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
本事業では企業主導治験となるため、治験実施機関を共同体に含めない体制とすべきであった。
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(2) 事業の進め方
H27 年度からの治験に向けて本年度中に医療機器治験相談まで行うように考え、スケジュールを設定
したが、事業開始が思っていたよりも遅く、3 月も空白期間となることから、各種の必要書類を準備する
にはかなりタイトな日程であった。書類修正の時間を吸収しきれず、治験相談の日程が若干遅延する見
込みとなった。
(3) その他
当初、今年度の予算を 8,000 万円で計画したが、治験を今年度実施できない見込みとなったことから
6,000 万円に縮小した。これに伴って一部の参画機関とは 0 円契約とし、開発に必要な経費の一部を事業
化主体企業の負担としたが、0 円の委託契約は難しいとする機関があり、調整に時間を要した。

1.11 事業に関する連絡窓口
公益財団法人にいがた産業創造機構 産業創造グループ 産学連携チーム
〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 5 番 1 号
電話: 025-246-0068 / FAX: 025-246-0033 / E-mail: info@nico.or.jp
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