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1. 事業の概要 

増加する骨関節疾患で使用されるインプラントには、術後感染症と患部形状への不適合という 2 つの

未解決課題がある。3 次元積層造形技術を活用して製作した個別適合型インプラントに、抗菌作用と骨親

和性を兼備した表面処理を付加してこれを解決する。この革新的個別適合型インプラントの有用性を臨

床試験し、早期薬事承認取得を目指し、開発・事業化をする。Made in Japan の高機能・高信頼性を武

器に国内市場からアジア市場への海外展開を進める。 
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1.1 事業の目的 

超高齢化社会を迎えた日本では、健康寿命の延伸を求めて人工関節置換術や骨折手術が著しい勢いで

増え、この 10 年間で倍増している。しかし、現状では、国内で流通している金属製インプラントの 8 割

超が欧米からの輸入製品であり、小柄なアジア人の骨格への不適合となることも多く、変形が強い疾患、

人工関節の再手術例、骨腫瘍の患者ではインプラントそのものが存在しないため、機能再建手術を断念

せざるを得ない。 

もう一つの課題は、術後感染症である。金属性インプラントでは、血流のない金属の表面に細菌がバ

イオフィルムを形成するため、抗生物質が効かず、感染症が遷延しやすい。合併症を抱えた高齢者や、

大きな骨欠損のある人工関節置換術後、免疫力の低下した骨腫瘍患者等では、さらに術後感染症のリス

クが上昇する。 

この二つの課題を解決するため、評価指標と開発ガイドラインが公表されているミニマリーモディフ

ァイドで、抗菌のための独自に開発したヨード担持加工を施したカスタムメイドインプラントの人工股

関節の開発を目的とする。なお理想的なフルカスタムメイドインプラントの開発が最終目標であり、そ

の開発の足がかりとしたい。またヨード担持加工は抗菌性と骨親和性を有し、整形外科分野以外でもあ

らゆるチタン製インプラントにも応用可能である。 

以上を踏まえ、個別の骨形態・骨欠損に適応した抗菌インプラント開発製品の早期薬事承認取得を目

指す。なお、国内市場については、平成 30 年 12 月に薬事申請を行い、平成 32 年 1 月に上市を目指す。

また、海外市場（特にアジア諸国）については、平成 31 年 12 月に薬事申請を行い、平成 33 年 1 月の上

市を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：国立大学法人 金沢大学 

PL： 土屋 弘行 (国立大学法人 金沢大学) 

SL： 中川 誠治 (ナカシマメディカル株式会社) 

共同体： ① 国立大学法人 金沢大学 

  ② ナカシマメディカル株式会社 

  ③ 株式会社プロステック 

  ④ 有限会社ハンズ 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：カスタムメイド人工股関節 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* クラスⅢ 

製品名 カスタムメイド人工股関節等 分類名称（一般的名称）* 全人工股関節等 

対象疾患 変形性股関節症等 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 国内・海外医療期間 新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 ナカシマメディカル株式会社 医療機器製造販売業許可 種別 33B1X10001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
ナカシマメディカル株式会社 医療機器製造業許可 33BZ200011 

（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。 

 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アジア諸国 

薬事申請時期 平成 30（2018）年 12月 平成 31（2019）年 12月 

上市時期 平成 32（2020）年 1月 平成 33（2021）年 1月 

想定売上（上市後 3 年目） 5.4億円／年 （平成 34（2022）年時点） 2.6億円／年 （平成 36（2024）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 60億円／年 （平成 34（2022）年時点） 130億円／年 （平成 36（2024）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 9.0％ （平成 34（2022）年時点） 2.0％ （平成 36（2024）年時点） 
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(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 
 

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 

骨関節疾患における手術件数は近年増加傾向にあり、患者毎に理想的な適合性が得られるカスタムメ

イドインプラントは特に変形の強い症例、人工関節の再置換術例、骨腫瘍の症例といったこれまで再建

手術のすべがなかった患者において臨床的な有用性が非常に高い。さらに術後感染症は金属製インプラ

ントの宿命であるが、ヨード担持加工は抗菌性と骨親和性を併せ持ち、術後感染症の克服が期待できる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 地域中核病院における関節外科医や骨腫瘍専門医 

 海外特に ASEAN 諸国の整形外科医師 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本事業における開発品は人工関節再置換症例や骨腫瘍を伴う症例などの骨欠損を伴う症例に適応され

る。矢野経済研究所の資料から、今後、日本国内の人工股関節置換手術が年率 3%増加し、再置換率を

10%と仮定すると、本開発品の販売が予定されている平成 34(2022)年の人工関節再置換術の国内市場は

約 20 億円となることが予想される。また、腫瘍用人工関節は年間 700 症例程度で約 10 億円市場であり、
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これに手術難症例が全体人工関節市場の 1%とすると、2022 年には 30 億円市場となるため、本開発品が

対象にできる市場は合計で約 60 億円の市場となる。本技術はさらに他部位の腫瘍にも対応できると予想

されるため、本事業後に展開される製品市場はさらに拡大する可能性がある。 

 

(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 

 競合企業：Stanmore（イギリス）、Implantcast（ドイツ)、Mobelife（ベルギー）等の欧州企業。

いずれも日本国内市場には未参入である。 

 競合商品：上記欧米企業等によるカスタムメイドインプラントや、再置換手術用インプラント。 

 市場獲得のための障壁：カスタムメイドインプラントの重要事項として製作期間の短納期化があ

る。特に全身状態が刻々と変化する骨腫瘍患者の場合、オーダーを受けてから納品するまで 1 か

月以内であることが望ましい。かつ、主治医の治療方針を具体化させる設計ノウハウの蓄積と、

確実な臨床評価により治療方法の有効性・安全性の実証が重要と考える。 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 競合商品に対する差別化ポイント 

① 骨癒合のための生体活性と、感染予防のための抗菌性を兼備した表面処理を施している点。 

② あらゆる部位へ適合する 3 次元形状を製造可能であること。 

③ 現場の医師と連携し、発注から納品まで 1 か月以内の短期間で、治療に必要な手術計画の立案

から専用手術器械を含めたカスタムデバイス製品供給を可能とすること。  

 本事業としての優位性 

 国内実証で有効性・安全性が確立されれば海外市場として有望な ASEAN 諸国でも同様の医療サ

ービスを提供することが可能となり、汎用品と合わせて今後のアジア地域での高いシェア確保の可

能性となる。 
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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 
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販売単価 900
原価　 35%
諸経費 40%

(2) 投資回収計画 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期     ●      

上市時期      ●     

支出額（単位：億円） 0.5 0.5 0.8 0 0 0.1 1.1 2.3 4.1 5.9 

 うち委託費 0.5 0.5 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － 0.1 1.1 2.3 4.1 5.9 

売上高（単位：億円） － － － － － － 1.5 3.0 5.4 7.8 

販売数量（単位：） － － － － － － 150 300 550 800 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

平成 26 (2014)年度～平成 28 (2016)年度までは委託事業費をベースにした投資を実施する。内容は、

設備投資、基礎研究、基本設計モジュール確立、薬事申請用データ取得、臨床研究および治験の実施な

ど、開発品の事業化に向け必要な投資を実施する。平成 31 年度 (2020 年 1 月)の上市より、製造・販売

を開始するにあたり、原価、販売経費等の製造コストの投資を実施する。 

 

 2) 回収計画 

本事業で製品化を目指している製品は、ヨード担持加工を施した通常の臼蓋再建カップと、ヨード担

持加工を施し、ミニマリーモディファイドしたカスタムメイドタイプの臼蓋再建カップの 2種類である。

各製品に対する投資回収計画を下記の通り策定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売単価 1,200
原価　 35%
諸経費 40%

臼蓋再建カップ
Augument Cup
販売個数 100 200 400 600 900 1200 1500 1800
販売個数・月 8.3 16.7 33.3 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0
売上 90,000 180,000 360,000 540,000 810,000 1,080,000 1,350,000 1,620,000
原価 31,500 63,000 126,000 189,000 283,500 378,000 472,500 567,000
販売経費+道具償却＋諸経費　等 36,000 72,000 144,000 216,000 324,000 432,000 540,000 648,000
利益 22,500 45,000 90,000 135,000 202,500 270,000 337,500 405,000
利益積算 22,500 67,500 157,500 292,500 495,000 765,000 1,102,500 1,507,500

2026年度 2027年度2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

臼蓋再建カップ
Augument Cage
販売個数 50 100 150 200 250 300 400 500
販売個数・月 4.2 8.3 12.5 16.7 20.8 25.0 33.3 41.7
売上 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 480,000 600,000
原価 21,000 42,000 63,000 84,000 105,000 126,000 168,000 210,000
販売経費+道具償却＋諸経費　等 24,000 48,000 72,000 96,000 120,000 144,000 192,000 240,000
利益 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 120,000 150,000

利益積算 15,000 45,000 90,000 150,000 225,000 315,000 435,000 585,000

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

製品概略図 

『臼蓋再建カップ』 

（左図は他社製品モデル例） 

製品概略図 

『臼蓋再建カップ（ミニマリーモディファイドカスタム）』 

（左図は他社製品モデル例） 
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(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” 

本事業では、まず個別の骨形態・骨欠損に対し優れた適合性を実現する設計技術（ヨード担持加工お

よびミニマリーモディファイドカスタム設計）を確立する。さらに、3 次元積層造形機を用いた複雑な立

体形状の一体造形技術を用いることにより短納期での製作を実現する。これらの技術を用いることによ

り、抗菌性と骨親和性の両方を併せ持つヨード担持加工を施すことが特徴である 2 種類の臼蓋再建カッ

プを開発する予定である。 

3 次元積層造形機を用いて製作された臼蓋再建カップは既に薬事承認されており、開発品となる 2 種類

の臼蓋再建カップは既に評価指標及び開発ガイドラインが公表されているミニマリーモディファイドの

カスタムメイドに該当するため、薬事承認のハードルがフルカスタムメイド製品と比較して低いことが

想定できる。また、既存の臼蓋再建カップと比べて製作方法の差が少なく量産性も高いため、全国の中

核病院へ短納期で納入することが可能である。事業実施期間中だけでなく上市した後も各種関連学会と

綿密に連携し、カスタムメイドインプラントの普及と使用ガイドライン等の策定に積極的に関与するこ

とで、更なるインプラントの改良を実施する予定である。 

カスタムメイドインプラントと術後感染症の撲滅は、国内だけでなく全世界的な課題であり、多くの

ニーズが存在する。ナカシマメディカル社が既に構築しているアジアを中心とした販売ネットワークや、

MEJ を通じた優れた信頼性の高い国産インプラントのブランド力を通じて、海外への販路の拡大あるい

は国内への患者の受け入れを実行することで新たなビジネスの仕組みを構築する。 

 

 2) ビジネス体制 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 ものづくり中小企業① ナカシマメディカル株式会社 

本事業のビジネス体制の中で、ナカシマメディカル株式会社は製品の設計・製造・販売を実施す

る中核企業である。また、既に構築している海外への販路を利用して、海外市場進出も計画して

いる。 

 ものづくり中小企業② 株式会社プロステック 

本事業のビジネス体制の中で、株式会社プロステックはヨード処理技術の知的財産戦略および知

的財産権管理を担う。 
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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 

基本コア技術(金属付加製造技術およびヨード担持加工)に関して、ヨード担持処理機器の処理条件の設定と金属付加製造技術でのインプラント表面

形状の最適化および基本特性評価、ミニマリーモディファイドのカスタムメイドインプラント基本設計の確立と適合性評価、および市場調査を実施

する。併行して、平成 27～28 年度の治験実施にむけて、PMDA との薬事相談を行いインプラントの安全性を担保するための GLP 基準での非臨床試

験データの取得と治験プロトコールの作成案を進め、評価指標と、開発ガイドラインの策定を進める。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

ヨード担持チタン合金試験片 ヨード処理条件の最適化のための各種評価用チタン金属試験片 

カスタムメイドインプラント試作品 ミニマリーモディファイドのカスタムメイドインプラント基本設計に基づいて作成した試作品 

 

(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）  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 ヨード処理の条件設定とインプラント基本設

計の確立 

安定した製品化に向けたヨード担持加工装

置の設置と処理能力の向上をはかるため、ヨ

ード担持加工条件の設定とインプラントの表

面形状によるヨード担持加工の均一性の評価

を行い、条件の最適化を行う。既成のインプ

ラントとカスタムメイド品で同等のヨード担

持表面処理が可能か、表面酸化被膜の形成の

均一性、ヨード含有量等の評価をインプラン

ト毎に実施し、併せて表面処理の有無による

疲労試験を実施する。 

前述の疲労試験結果を反映させた設計強度

による設計モジュールの検討をして、樹脂造

形モデルによる試作インプラントの患部骨形

状への適合性と手術方法の評価を実施する。 

本事業では、人工股関節の臼蓋再建用カス 

▶ 

① ヨード処理の条件設定とインプラント基本設計の

確立 

安定かつ均一なヨード担持加工条件を設定するた

めに、チタン金属試験片へヨード担持加工を実施し

た。これらの試験片ベースにおけるヨード含有量な

どのデータ蓄積により、ヨード担持加工条件の最適

化を継続的に実施している。 

また、製品化に向けヨード担持加工装置の設置の

準備を進めるために、有限会社ハンズに設置してあ

るヨード担持加工施設を視察し、ヨード担持加工装

置および装置に付随する備品の導入を実施した。 

また、人工股関節の臼蓋再建用カスタムメイドイン

プラントの設計および応力解析を実施するために、

骨欠損症例の医療画像データの蓄積を実施してい

る。 

▶ 

① ヨード処理の条件設定とインプラント基本設

計の確立 

均一なヨード担持加工条件を設定するため

に、チタン金属試験片へヨード担持加工を行い、

ヨード担持加工条件の最適化を引き続き継続し

て実施する。 

試験片形状での最適条件が決定した上で、イン

プラントの表面形状によるヨード担持加工の均

一性の評価を行い、条件の最適化を行う。既成

のインプラントとカスタムメイド品で同等のヨ

ード担持表面処理が可能かどうか、表面酸化被

膜の形成の均一性、ヨード含有量等の評価をイ

ンプラント毎に実施し、併せて表面処理の有無

による疲労試験を実施する。 

前述の疲労試験結果を反映させた設計強度に

よる設計モジュールの検討をして、樹脂造形モ

デルによる試作インプラントの患部骨形状への 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 

(つづき) 

タムメイドインプラントの製品化を目的とし

ている。臼蓋再建手術の場合、骨欠損がとも

なうことが多く、既存ドーム状カップでは隙

間が残存し、自家骨や人工骨の移植骨補填が

必要となり、手術が煩雑で長時間手術となる

ことが多い。そのため、既存ドーム状カップ

に骨欠損部分を補填する形状をカスタムメイ

ドにより実現する。 

そのため、医療画像データから骨形状を抽

出し、3D-CAD を用い、骨補填部を考慮した

設計を行う。なお、骨欠損状況によってはド

ーム状カップにプレートやフランジを追加し

て患部への固定性を確保する必要があり、荷

重が集中して破損するリスクが伴うため、応

力解析を行い、強度安全性を評価する。 

また、体内埋植インプラントにおけるヨード

担持量評価（持続性評価）を行う。 

▶ 

(つづき) 

▶ 

(つづき) 

適合性と手術方法の評価を実施する。  

 人工股関節の臼蓋再建用カスタムメイドイン

プラントを製品化するために、医療画像データ

から骨形状を抽出し、3D-CAD を用いて骨補填

部を考慮した設計を行う。なお、骨欠損を伴っ

た症例ではドーム状カップにプレートやフラン

ジを追加して患部への固定性を確保する必要が

あり、荷重が集中して破損するリスクが伴うた

め、応力解析により強度安全性を評価する。 

また、体内埋植インプラントにおけるヨード担

持量評価（持続性評価）を行う。 

② 非臨床試験・治験実施にむけての薬事相談 

 PMDA との薬事相談を行いインプラント

の安全性を担保するための GLP 基準での非

臨床試験データの取得と、治験プロトコール

の案を作成する。 
▶ 

② 非臨床試験・治験実施にむけて 

 PMDA との薬事相談へ向けて、薬事相談内容の検

討や薬事相談に必要な基礎データ取得を実施してい

る。 

 また、GLP 基準での非臨床試験については、使用

する試験片製作を最終の製造機関であるナカシマメ

ディカル株式会社にて実施する必要があるため、ヨ

ード担持加工設備を導入し、非臨床試験実施の準備

を進めている。しかし、準備期間が短かったため、

試験実施までは至らなかった。 

▶ 

② 非臨床試験・治験実施にむけての薬事相談 

 PMDA との薬事相談を行いインプラントの

安全性を担保するための GLP 基準での非臨床

試験データの取得と、治験プロトコールの案を

作成する。 

③ 市場調査・広報戦略 

 国内市場のマーケットレポートを参考に、

特に再置換手術数に関して今後の市場動向を

予測する。また、広報戦略として技術紹介と

これまでの実績について、学会・研究会にお

ける発表により本技術の広報に努める。医工

連携分野の研究会への参加・発表により、医・

工学の両分野の先生へ理解深めてもらうこと 

▶ 

③ 市場調査・広報戦略 

 国内市場のマーケットレポートを参考に、特に再

置換手術数に関して今後の市場動向を予測・検討し

ている。 
▶ 

③ 市場調査・広報戦略 

 国内市場のマーケットレポートを参考に、特

に再置換手術数に関して今後の市場動向を予測

する。また、広報戦略として技術紹介とこれま

での実績について、学会・研究会における発表

により本技術の広報に努める。医工連携分野の

研究会への参加・発表により、医・工学の両分

野の先生へ理解を深めてもらうことを第 1 ステ 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 

(つづき) 

を第 1 ステップとする。 
▶ 

(つづき) 

 
▶ 

(つづき) 

ップとする。 

④ 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

ジェクト全体の事業の運営及び管理を実施コ

ンソーシアムによる会議を 4 回開催し、進捗

状況の確認、薬事戦略を推進する。 

▶ 

④ 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

ト全体の事業の運営及び管理を実施している。 ▶ 

④ 事業の管理・運営 

 次年度の実施計画、支出計画を立て事業の運

営及び管理を実施している。 

⑤  経済産業省・事業管理支援法人との打ち合

わせ 

本事業の運営にあたり、合同併走コンサル、

中間報告、最終報告等を実施する。 

▶ 

⑤ 経済産業省・事業管理支援法人との打ち合わせ 

2014/11/19 に合同伴走コンサル、2015/1/16 に有識

者委員会、2015/1/27 に中間検査、2015/2/9 に次年

度実施計画の詰めを実施した。 

▶ 

⑤ 経済産業省・事業管理支援法人との打ち合わ

せ 

 引き続き次年度の実施計画を施行する。 
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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 

 主たる開発要素の一つである金属の 3 次元積層造形技術を用いた医療機器の薬事承認 

ナカシマメディカル株式会社では、主たる開発要素の一つである金属の 3次元積層造形技術について、

平成 26 (2014)年 11 月 14 日に同技術を用いた医療機器の薬事承認を取得した（医療機器承認番号

22600BZX00463000、販売名『GS カップ』）。これにより、金属の 3 次元積層造形技術がナカシマメデ

ィカル株式会社におけるインプラント製造方法の一つとして正式に採用された。本事業開発品では、平

成 27 (2015)年 3 月を目途に、金属 3 次元積層造形技術の既承認品目を土台とした形で開発前相談を実施

するよう、現在関係各所との調整を実施中である。 

 

 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） 左記への対応策 

①「薬事申請データパッケージの明確化」 

 抗菌と骨癒合を目的とした新規表面処理加工で

あり、薬事申請上必要な GLP 基準での生物学的安

全性試験および有効性実証試験に関するデータパ

ッケージが不明であること。 

PMDA との薬事相談および十分なリスクマネジ

メントを実施し、薬事申請に必要な、GLP 基準で

の生物学的安全性試験および有効性実証試験のデ

ータパッケージを定める。 

②「カスタムメイドインプラントとしての設計評価

指標設定」 

 ミニマリーモディファイドのカスタムメイド製

品に該当するため、設計したインプラント形状が最

適な形状であることを評価する必要がある。 

設計したインプラント形状の評価は屍体骨

(cadaver)試験を実施することで、その設置精度・

造形精度に関する基本データを取得し、薬事申請に

おける提出資料を準備する。 

③「治験プロトコール案の構築について」 

 治験のプロトコール案の構築に関して、新規表面

処理加工品であるため薬事申請上要求される治験

評価項目の設定などが不明であること。 

 PMDA との薬事相談、十分なリスクマネジメン

ト、cadaver 試験の実施結果および過去の臨床デー

タから治験評価項目の設定を実施する。ヨードその

ものの新規用途に関する薬事申請については、イン

プラントへの感染防止用途として薬事承認が必要

かどうか、PMDA との薬事戦略相談の中で確認す

る。 

④「コンビネーションプロダクトとしての薬事戦

略」 

 本開発品は、医療機器（整形外科用インプラント）

と医薬品（ヨード）とのコンビネーションプロダク

トに該当するため薬事戦略に十分配慮する必要が

ある。特にヨードについては消毒薬として医薬品の

承認を得た製品であり患部への塗布としての用途

は広く認められているが、今回のように体内へのイ

ンプラント製品に対するコーティングを実施した

薬事承認は無く、本来の使用用途と異なる。 

 PMDA との相談および、革新的医療機器開発促

進事業で現在作成中のコンビネーションプロダク

トに関するガイドラインを参考にする。 
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(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） 

 「人工関節」「カスタム」「オーダーメイド」「インプラント」のキーワードで JP-NET を用い

て昭和 58 年 1 月～平成 26 年 6 月の期間の特許検索を行った。「人工関節」「カスタム」「オー

ダーメイド」：70 件、「インプラント」「カスタム」：72 件が検索された。株式会社プロステッ

クがヨード担持加工に関して取得した特許は医療用部品およびその製造方法：PCT/JP2009/004096，

構造体の製造方法及び構造体：2011-239427、他 2 件があり、ヨード担持加工は PCT 出願により世

界 20 か国の特許を既に取得済である。 

 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 

 現在、株式会社プロステックが取得したヨード担持加工に関する特許は世界各国 27 ヵ国にて特

許出願を完了しており、うち日本を含む 20 ヵ国にて特許登録が完了している。意匠権・商標権等

については今後の検討項目である。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 抗菌技術としては銀イオン担持処理などの技術が広く知られているが、ヨードを用いた抗菌機

能でかつ骨癒合性を兼ね備えた表面処理は今のところ競合特許は存在しない。もし第三者が株式

会社プロステックより実施権を許諾していないにもかかわらず、業として本特許発明を実施する

場合は特許権の侵害となる。いずれかの許諾対象特許のクレームについて現実に侵害が発生して

いる場合、若しくはその疑いがある場合、または対象技術に関する権利の第三者による侵害、不

正使用、盗用があった場合は速やかに通知を実施する。また、模造品・侵害者による知的財産権

の侵害状況を確認し、しかるべき対処（訴えまたは控訴訴訟、和解解決）を実施する予定である。 

 カスタムメイド設計技術については現時点で特許等の知的財産権を所有していない。事業実施

権の確保のためにも、開発段階よりカスタムメイド設計や構造に関する知的財産権取得に向け検

討を実施する。 

 

 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） 左記への対応策 

①「特許登録国の拡大」 

 現在、ヨード担持加工に関する特許は世界各国

27 ヵ国にて特許出願を完了しており、うち日本を

含む 20 ヵ国にて特許登録が完了している。残り 7

ヵ国への特許登録は現在手続きを継続している。 

 特許登録が完了していないマレーシア、アメリカ

などの国々については市場進出の可能性が検討さ

れているため、引き続き特許登録作業を進める。 

②「カスタムメイドインプラント設計技術の知財戦

略構築」 

 カスタムメイドインプラントの設計技術につい

て、本事業により構築される各種技術項目において

知財化の可能性および必要性の有無について十分

に検討しながら進める必要がある。 

 カスタムメイドインプラントの設計技術につい

ては、知財関連の調査を継続的に実施し、知財化の

必要性を十分に検討し、必要があれば、弁理士など

との相談を実施することで戦略的かつ速やかに知

財化にむけて行動する。 
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(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 

 平成 26 年度までに、ヨード担持加工は試験片形状および一部のインプラント形状に対する一定

の処理条件を確立している。しかし、実際の医療機器製造工程では、医療機器のリスクマネジメ

ントに基づいた製造工程のバリデーション（妥当性）試験により、その品質を確実に担保しなけ

ればならない。そのためには、ヨード処理の最適条件を現在よりもさらに厳密に設定し、あらゆ

るリスクを想定・管理する必要がある。平成 26 年度事業では、医療機器の製造販売業を取得して

いるナカシマメディカル株式会社にヨード担持加工設備の導入を実施しており、ヨード処理技術

の製品品質担保のために、工程の管理・改良に取り組む体制を構築している。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 薬事申請を実施するためには、対象品目の有効性、安全性および品質に係るエビデンスを収集

する必要がある。これらのエビデンスは、まず事前の PMDA との薬事戦略相談により必要なデー

タパッケージを策定し、最終的に製造を実施する施設で実際の製造工程に基づいて製作された試

験片を用いた試験により取得しなければならない。現在、PMDA 開発前相談実施に向けた基礎デ

ータ（機械特性試験）の取得および、本開発品を製造するナカシマメディカル株式会社への生産

設備の導入および製造工程（ヨード処理工程）の開発に取り組んでいる。 

 

 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） 左記への対応策 

①「ヨード担持表面処理条件・処理工程の最適化」 

 開発品の製品化に向けて、様々なインプラント形

状に適応した、均一かつ安定したヨード担持加工技

術の開発が求められている。 

想定される様々なインプラント形状を用いてチ

タン金属試験片を試作し、ヨード担持加工条件の最

適化を実施する。最適化された条件を用いてヨード

担持加工工程のバリデーション（妥当性）試験を実

施し、より安定した生産技術の開発を推進する。 

②「カスタムメイドの最適設計手法の確立」 

 ミニマリーモディファイドのカスタムメイド製

品では個々の症例毎にカスタム部分の設計値が異

なるため、製品の安全性、耐久性試験を毎回実施す

ることは実質不可能であるため、機械特性シミュレ

ーションに基づいた設計手法の確立が必要である。 

 開発ガイドラインおよび評価指標が公表されて

いるミニマリーモディファイドの考え方に基づい

て、カスタム化された部位に関しては、有限要素解

析等の応力解析により耐久性を予測し、力学的な安

全性を確認する。 

 

(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 

 医療機器を市場へ営利目的として出荷することは、薬事法で規制されており、既製当局の許可・

承認を得ないと行うことができない。そのため、販売・物流チャンネルは既存品の販売と同じく、

医療機器を扱う専門ディーラーやメーカーの営業担当が実施する。今回の体制は、既存の人工関

節販売のための製造販売チャンネルは既に確保しており、全国の大学病院や市中病院への供給が
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可能である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 アフターサービスには、人工関節などのインプラントに関係する何らかのトラブルが発生した

場合がある。通常、主治医より担当のディーラーやメーカーの営業担当が当該病院へ呼ばれ、ト

ラブル発生の内容ヒアリング、問題解決に向けて不具合報告書を作成するという一連のサービス

体制を既に構築している。薬事・品質保証部門と協力体制のもとで再発防止のための改善策の実

行に努めている。 

 QMS 等の品質保証体制 

 ナカシマメディカル株式会社は、既に医療機器製造販売業の認可を取得しており、その品質保

証体制として医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格である ISO13485 を取得している。

製品は医療機器に対するリスクマネジメントに基づき、製造プロセスのバリデーション（妥当性

評価）試験や各製品のトレーサビリティ管理により、徹底した品質管理を実施しており、さらに、

継続的な製造プロセスの改良を実施できる体制を既に構築している。 

 広報・普及計画 

 主たる開発要素の一つであるヨード担持加工については、過去に主に臨床系学会（日本整形外

科学会、骨軟部腫瘍学会、基礎学会、股関節学会、人工関節学会、EFORT、AAOS 等）にて研究

成果を発表している。また、金属の 3 次元積層造形技術については、過去に主に工学系学会（金

属学会、臨床バイオメカニクス学会等）にて研究成果を発表している。本事業開発品については、

今後研究会を組織し、臨床情報を交換する等の活動を行い、臨床医師への啓蒙・普及の活動を行

う。 

 

 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） 左記への対応策 

①「事業体制構築について」 

ヨード担持加工の事業化に向けて、株式会社プロ

ステックとナカシマメディカル株式会社間におい

てヨード処理にかかる技術移転契約および技術援

助契約等の契約締結が未実施である。本事業の期間

内において新しい特許取得を行う場合、株式会社プ

ロステック保有特許との関連性を十分に精査し、特

許取得を行う。また、ロイヤリティ等の寄与率につ

いては各関係者間の協議により決定する必要があ

る。また、ヨードの供給元について、今回のヨード

の使用用途はこれまでの用途と異なるため、事業化

に際し、新規用途としての原料供給が難航する恐れ

がある。 

株式会社プロステックとナカシマメディカル株

式会社間にて、ヨード担持加工に関する技術移転及

び新規特許取得に関する契約締結を実施する。契約

に基づき、技術データの提供および共有化を実施

し、ナカシマメディカル株式会社におけるヨード担

持加工装置の早期立上げを行い、ヨード担持加工の

安定的な運用に向けて生産技術開発を実施する。ま

た、ヨードの供給元については、供給元医薬品メー

カーとの交渉により、今回の使用用途に関する合意

を得た上で事業体制を構築する必要がある。 

②「市場動向調査、技術動向調査等」 

 市場調査等について、既に文献ベースでの市場調

査は実施済みであるが、実際の臨床現場における課

題や解決方法については、今後調査を実施する必要

がある。 

 これまでの臨床研究結果や臨床系学会での研究発

表、研究討論および既に構築している医療機関との

関係を活用し、実際の臨床現場からのニーズを抽出

し、さらに研究開発を推進する。 
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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 平成 26年度より薬事申請用試験データ取得。PMDA開発前相談。 

変更後 平成 27年度より薬事申請用試験データ取得。薬事戦略の構築。 

 PMDA 開発前薬事相談では、データパッケージを構築するための判断材料となる原材料（試験片ベー

ス）の材料特性データをあらかじめ取得しておかなければ、申請用データパッケージを構築するための

判断材料が無いため、相談期間の長期化および相談費用の増大化を招く可能性がある。そこで、本年度

事業では、平成27年度以降の確実な薬事申請データ取得に向け、ヨード担持加工試験片の製造装置導入、

技術移管及び材料特性評価指標の構築に重点を置いた構成とした。 

 

 

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 対応 

薬事申請 ヨード担持加工について、医薬品である

PVPI を用いたコンビネーションプロダク

トに該当する可能性があるため、薬事申請

が困難ではないか。（2014/11/19 伴走コン

サル） 

現在策定中のコンビネーションプロダク

トに関するガイドラインの動向について注

視しており、また講習会等への参加により、

考え方に対する理解を深めている。PMDA

との薬事相談によりデータパッケージを確

立し、承認へ向けたデータ取得を実施する

予定。 

今回の開発品におけるヨード加工の有効

性を証明するためには、まず持続期間など

のデータパッケージを検討すべきではない

か（2015/1/16 有識者会議） 

 製造販売を担当するナカシマメディカル

株式会社にて、申請データパッケージを構

築した。今後、PMDA との事前面談および

開発前相談により、必要なデータパッケー

ジを構築していく予定である。 

3D プリンターによるカスタムメイドイ

ンプラントは薬事申請が困難ではないか。

（2015/1/16 有識者会議にて） 

3D プリンターを用いた製造方法につい

て、ナカシマメディカル株式会社は 2014 年

11 月に金属の 3D プリンターを製造装置と 
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領域 指摘事項 対応 

薬事申請 (つづき) した新製品の薬事承認を得た。これにより、

3D プリンターによる金属積層造形法は、同

社におけるインプラント製造方法の一つと

して正式に採用となった。また、カスタム

メイド技術については、これまでに行政に

より構築されているガイドラインおよび評

価指標に基づき、戦略的に薬事申請を実施

する予定である。 

知財対応 周辺特許等の知的財産戦略はどのように

考えているのか。（2014/11/19 伴走コンサ

ル） 

ヨード担持加工技術に関する特許は既に

株式会社プロステックが保有している。カ

スタムメイド設計技術に関する特許につい

ては、知財化を視野に入れながら開発を進

めている。 

技術・評価面 開発品の有効性の確認および有害事象の

確認に関する動物実験は実施しているの

か。（2015/1/16 有識者会議） 

金沢大学での研究として動物実験は実施

済みであり、有害事象などは認められてい

ない。今後、GLP 基準での生物学的安全性

試験により、改めて評価を実施する予定で

ある。 

その他事業

化全般 

ヨード担持加工について、今回の開発品

は局方 PVPI として新規用途となるため、

供給元との合意を得ることが難しいのでは

ないか。（2014/11/19 伴走コンサル） 

最終的に新規用途として供給元医薬品メ

ーカーとの合意を得る必要がある。そのた

めに、本技術に関する生物学的安全性試験

データ取得および効果・効能に関するエビ

デンスを収集する。 

 

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 具体的な内容 

①ヨード担持加工条

件・工程の開発、担持

期間評価 

ヨード担持加工技術の移管および技術相談を繰り返し実施し、医療機器リスク

マネジメントに基づいた生産工程改良および生産工程管理方法の検討を実施す

ることで、ヨード担持加工工程および製品の品質を担保するための条件最適化を

実施する。同時に、品質管理上の評価技術に関しても、評価技術の調査等を実施

し、品質向上および生産管理コスト低減に向けた更なる検討を実施する。 

また、ヨードによる抗菌効果の持続性を検証するために、in vitro における薬

剤徐放試験を実施してヨード担持期間を評価する。 

② 設計例蓄積、設計 

モジュール確立 

本事業では、人工股関節の臼蓋再建用カスタムメイドインプラントの製品化を

目的としている。臼蓋再建手術の場合、骨欠損がともなうことが多く、既存ドー

ム状カップでは隙間が残存し、自家骨や人工骨の移植骨補填が必要となり、手術

が煩雑で長時間手術となることが多い。そのため、既存ドーム状カップに骨欠損

部分を補填する形状をカスタムメイドにより実現する。 

実際の CT 画像を用いた骨輪郭抽出により骨モデルを構築し、設計基本モジュ
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ールを用いて設計例を蓄積する。その後、設計例に基づいた骨モデルおよびイン

プラントモデルの試作を実施し、骨モデルを使用した力学試験を実施する。 

また、屍体骨(cadaver)を用いた試験により、実際の製造工程と同様の方法でイ

ンプラントを作製し、カスタムメイドインプラントの患部適合性（インプラント

設置精度、インプラント造形精度）を評価する。 

③薬事承認申請用デ

ータの取得 

本事業における開発製品の製造販売元となるナカシマメディカル株式会社に

て、ヨード処理条件・処理工程を確立した後に、薬事承認申請時に必須となる原

材料に関するデータの取得（機械特性評価、材料構造評価など）を順次実施し、

PMDA との薬事相談を踏まえた上で GLP 基準での生物学的安全性試験に着手す

る。金沢大学では薬事申請時の参考資料となる基礎実験を行う。 

④PMDA 薬事戦略相

談 

原材料に関する試験データを取得した後、PMDA との医療機器開発前相談を

実施し、GLP 基準での生物学的安全性試験項目の決定を実施する。相談を通じ

て、非臨床試験のデータパッケージを確立する。 

⑤治験プロトコール

検討 

屍体骨(cadaver)を用いた非臨床研究により、インプラントの設置精度検証デー

タ取得や実際の臨床を想定した手術手技に関する検証を行い、臨床試験における

安全性の担保を実施する。過去の実績に基づき治験プロトコール案を検討し、平

成 28 年度の治験開始へ向けて準備を開始する。 

⑥市場調査・広報戦略 

国内市場のマーケットレポートを参考に、特に再置換手術数に関して今後の市

場動向を予測する。また、広報戦略として技術紹介とこれまでの実績について、

学会・研究会における発表により本技術の広報に努める。医工連携分野の研究会

への参加・発表により、医・工学の両分野の先生へ理解を深めてもらい、研究業

界における啓蒙を実施する。 

⑦事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジェクト全体の事業の運営及び管理

を実施コンソーシアムによる会議を 4 回開催し、進捗状況の確認、薬事戦略を推

進する。 

⑧日本医療研究開発

機構・事業管理支援法

人との打合せ 

本事業の運営にあたり、合同併走コンサル、中間報告、最終報告等を実施する。 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項   

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  原材料に関する薬事申請用試験データの取得 

 PMDA 開発前薬事相談の実施およびデータパッケージの構築 

 GLP 基準での生物学的安全性試験の実施 

 屍体骨（Cadaver）試験による、カスタムメイドインプラントの患部適合性評価 

 治験プロトコールの検討 

知財対応  カスタムメイドインプラント設計技術に対する知財化検討 

技術・評価面  ヨード担持加工処理条件の最適化およびプロセスバリデーション（妥当性評価）に関

する検討 

 製造工程・品質管理工程の改良および品質管理上の評価技術の開発 
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 抗菌持続特性に関する評価技術開発 

 カスタム設計データの蓄積・試作・力学試験の実施 

その他事業

化全般 

 学会・研究会での発表による広報活動の実施および再置換手術症例の市場動向調査 

 ヨード供給元医薬品メーカーの模索・検討、 

 

 

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 
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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 

特になし。 

 

(2) 事業の進め方 

本年度の事業では、株式会社プロステックおよび有限会社ハンズにて構築したヨード担持加工技術を

ナカシマメディカル株式会社へ早急に技術移管することが必要であった。委託事業開始後に、ヨード担

持加工装置の製作作業に取り掛かったが、装置製作業者の選定、装置仕様詳細の決定、および装置の製

作に予想以上の期間を要し、その結果、ナカシマメディカル株式会社への技術移管作業に遅れが生じた。

装置製作の発注は事業開始後に実施する必要があるが、装置仕様詳細の決定は委託事業開始前に事前検

討することは出来たと考えられる。 

 

(3) その他 

 特になし。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

国立大学法人 金沢大学 附属病院 整形外科 

〒920-8641 石川県金沢市宝町 13-1 

電話: 076-265-2374 / FAX: 076-234-4261 / E-mail: seikei@med.kanazawa-u.ac.jp 

 

 


