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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 事業の実施体制 

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（帝人ナカシマメディカル株式会社） 

共同体： ① 帝人ナカシマメディカル株式会社 

  ② 株式会社プロステック 

  ③ 有限会社ハンズ 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅢ 

製品名 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・海外医療機関 新／改良／後発 改良医療機器 

使用目的又は効果 機能不全に陥った股関節と置換することにより、股関節の代替として機能する。 

薬事申請予定者 
帝人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 

帝人ナカシマメディカル 

株式会社 
医療機器製造業許可 33BZ200011 

 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） 

注）市場については競合品も含めた市場全体としての見込み 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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(2) 市場性 （想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

地域中核病院における、関節外科医や骨腫瘍専門医、さらに海外、特に ASEAN諸国の整形外科関係医。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

人工関節再置換術や骨腫瘍では、骨欠損を伴い患者毎に形状が異なる。矢野経済研究所の資料から、

今後人工股関節手術が年率 3%増加し、再置換率を 10%とすると、2022年の市場は 20億円となる。先天性

の重度変形例、骨腫瘍、骨切り矯正を伴うような症例は既存品では治療困難であったが、本開発技術に

よって機能再建手術が可能になるため、新市場を創出することが出来る。これらの疾患は全股関節症例

の 1%と推定すると、2022年には約 30億円の市場規模となり、再置換手術の市場と合せて約 50億円とな

る。本技術は他部位の手術難症例にも対応でき、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 

① 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。 

 ② 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。 

③ 市場獲得のための障壁： 

 カスタム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） 

① 競合商品に対する差別化ポイント 

・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。 

・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。 

・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。 

② 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

能性がある。 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】 実績

量産機開発 計画

【製品名】 実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

・学会発表：日本整形外科学会
(JOA)
・３次元積層審査ＷＧ、開発ＷＧ
・基礎研究

[ ヨード担持技術 ]
　・処理能力(処理面積)拡大，ヨード担持処理
条件とインプラント表面形状の最適化
　ハンズ，プロステック，ナカシマメディカル
[ 整形インプラント設計技術 ]
　・疲労強度データを反映させた基本設計モ
ジュール検討，樹脂モデルによる試作インプ
ラントの適合性検討
[ 薬事 ]　・薬事体制の構築、事前面談準備

[ ヨード担持技術 ]
　・表面処理制御条件確立
　　　→ ヨード担持時間等評価
[ 整形インプラント設計技術 ]
　・設計例蓄積)→基本モジュール確立
　・キャダバー検証
[ 薬事 ]
　・申請用データ取得（原材料、GLP）
　・PMDA開発前相談

[ ヨード担持技術 ]
　・処理ノウハウ蓄積，製造標準化
　・品質管理体制、量産体制構築

[ 整形インプラント設計技術 ]
　・設計例蓄積→基本モジュール確立(継続)

[ 薬事 ]　・治験実施予定症例（3例）

・学会発表：ＪＯＡ，ＡＡＯＳ
・基礎研究

・学会発表：ＪＯＡ，ＡＡＯＳ
・基礎研究

・学会発表：ＪＯＡ，ＡＡＯＳ
・基礎研究

・学会発表：ＪＯＡ，
　アメリカ整形外科学会(ＡＡＯＳ)
・基礎研究

・学会発表：ＪＯＡ，ＡＡＯＳ
・基礎研究

・学会発表：ＪＯＡ，ＡＡＯＳ
・基礎研究

・学会発表：ＪＯＡ，ＡＡＯＳ
・基礎研究

処理能力拡大 生物学的安全性試験（GLP試験）

前半

基本設計モジュール

条件最適化

装置設置検討

疲労強度試験

処理条件確立，担持期間評価

プロトコール検討・治験実施準備 治験（経過観察含む） データまとめ1年間

ＰＭＤＡ開発前相談
ＰＭＤＡ・治験前相談

製法特許等 検討

論文化・学会発表 研究会などを通じた啓蒙活動

国内上市

試験計画

樹脂造形モデルによる

試作インプラントの適合性確認

設計例蓄積・モジュール化（Template化）継続

国内申請

海外申請

課題事項への改善対応

課題事項への改善対応

疲労強度試験

インプラント試作

骨モデル試作

12月

12月

12月

1月

処理能力拡大

基本設計モジュール

申請用

材料データ取得

生物学的安全性試験（GLP試験）

後半

12月

海外上市

1月

処理条件確立，担持期間評価

骨モデル力学試験

骨モデル力学試験

条件改良

生産工程の最適化

生産工程最適化

キャダバー検証

骨モデル力学試験

キャダバー検証

設計例蓄積・モジュール化（Template化）継続

処理能力拡大

製法特許等 検討

ＰＭＤＡ準備面談
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 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） 0.50 0.50 0.80 0.00 0.00 0.10 1.10 2.30 4.10 5.90 

 うち委託費 0.50 0.50 0.80 - - - - - -  

 うち自己負担 - - - - - 0.10 1.10 2.30 4.10  

売上高（単位：億円） - - - - - - 1.50 3.00 5.40 7.80 

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

 ② 海外 

 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） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.80 2.00 3.20 

 うち委託費 - - - - - - - - -  

 うち自己負担 - - - - - - 0.10 0.80 2.00  

売上高（単位：億円） - - - - - - - 1.10 2.60 4.00 

販売数量（単位：個） - - - - - - - 110 260 450 

 ③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 0.50 0.50 0.80 0.00 0.00 0.10 1.20 3.10 6.10 9.10 

 うち委託費 0.50 0.50 0.80 - - - - - -  

 うち自己負担 - - - - - 0.10 1.20 3.10 6.10  

売上高（単位：億円） - - - - - - 1.50 4.10 8.00 11.80 

販売数量（単位：個） - - - - - - 150 410 810 1,250 

※各年 4月～3月の年度で表記。 

 2) 投資計画 

2014年～2016年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。H31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。 

 

 3) 回収計画 

現在、製品化を目指している製品は、ヨード担持加工を施した augmented typeと tri-flanged type

の臼蓋再建カップの 2種類である。いずれも既存の製品をミニマリーモディファイドしたカスタムメイ

ドの製品である。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。 
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販売単価 900
原価　 35%
諸経費 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 augmented type』 

（当社試作品） 

製品概略図 

『臼蓋再建カップ tri-flanged type』 

（当社試作品） 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

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、フルカスタムメイドと比較して薬事承認のハードルが低いことが想定

できる。また、既存の人工股関節全置換術(THA)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。帝人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、Medical Excellence JAPAN (MEJ)等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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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 対面助言準備面談（2015年 11月 4日@PMDA） 

 開発前相談を実施するための事前面談として、対面助言準備面談を実施した。本開発品の概要、

開発前相談での相談内容・資料準備内容について相談した。相談の結果、PMDA 側の今回の開発品薬

事申請に対する見解として、“ヨード担持加工技術”の製品化については、『治験実施は必須である』

ことを明言された。また、“カスタムメイド設計技術”の製品化については、原材料が既承認品と

同一であれば治験無しでの製品化の可能性があることから、“カスタムメイド臼蓋再建カップを先

行申請で既得権とすること”によって最終開発品である抗菌性付与インプラントを製品化するため

には有力な足がかりとなることを助言された。 

 薬事戦略方針の変更 

 PMDA からの薬事戦略相談結果を受け、帝人ナカシマメディカル社の既承認品と原材料・製造方法

が同一である『カスタムメイド（患者適合型)臼蓋再建カップ (ヨード担持加工なし)』を先行して

薬事承認申請を目指した上で、『抗菌性付与技術（ヨード担持加工技術）』を追加する形での最終目

標開発品の薬事承認申請を実施する、二段階の薬事承認申請の方針を立案した。これは、最終目標

開発品である『抗菌性を付与したカスタムメイド臼蓋再建カップ』の薬事承認取得及び上市を早期

に実現するための新たな薬事方針である。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

 「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。 
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 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 平成 27年度の委託事業により、ヨード担持加工は試験片形状および実際の開発品と同一表面であ

る多孔質形状に対する処理方法として確立している。最終的に策定した加工条件にて、有効性評価

（抗菌力試験）および安全性評価（細胞毒性試験）を実施したころ、有効性評価については十分な

効果を確認した一方で、安全性評価において一部リスクとなり得る結果が確認された。平成 28年度

はその前半期に加工条件を最適化し有効性評価・安全性評価を改めて実施する。 

 また、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 27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および運用を既に開始しており、ヨード担持加工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。対面助言準備面談により、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。 

 

 4) 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
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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。 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①薬事申請データパッケージの明確化 

 ヨード担持加工は、抗菌と骨親和性を目的とし

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未確定で

あること。 

 

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。 

 

 

③治験プロトコール案の構築 

 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。 

 

 

 

 

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。 

 

⑤2種類の新技術を複合した製品 

 本開発品はカスタムメイド設計技術とヨード

担持加工技術の 2 つの新技術を複合したものを

同時に薬事申請することにより、申請内容が複雑

化し、申請期間も長期化することが懸念される。 

①PMDA 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)試験を実施し、臨床に近い状況でのイ

ンプラント設置に成功した。現在、その設置精度

に関する評価を実施しており、薬事申請における

参考資料として重要な位置づけとなると考えて

いる。 

 

③PMDA 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。 

 

④PMDA 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤既存製品と原材料が同一であるため、比較的薬

事申請のハードルが低いことが予想されるカス

タムメイド設計技術を適応した製品を先行して

薬事申請することにより、最終製品を薬事申請す

る際の申請期間を短くする出来る可能性がある。

11 月の PMDA 事前面談において、この２段階申請

に対しての提案があった。ただし、薬事申請の方

針に関しては、有識者会議等の場で十分な検討を

実施する必要がある。 

 

知財 

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

①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。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

いる。 

 

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。 

 

 

②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。 

技 術 ・

評価 

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。 

 

 

 

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。 

①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。 

 

その他

事業化

全般 

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

ロステックと帝人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。 

 

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。 

①株式会社プロステックと帝人ナカシマメディ

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、帝人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。現在、ヨードの供給元からの意見聴取を実

施しており、今後、取引の合意に向けて契約締結

および協議を進めていく予定。 

 

②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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1.6 平成 27年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

金属付加製造技術およびヨード担持加工の 2 つの基本コア技術に関しては、医療機器リスクマネジメントに基づいた生産工程開発を実施し、安定

した製品品質の担保及び工程管理手法の指針を得る。カスタムメイドインプラント設計技術では、想定している事業モデルに基づき実際の症例から

インプラント設計を行い、設計妥当性評価を実施する。また、先行技術調査等に基づき知財化の可能性を検討する。技術開発と併行して、平成 28年

度の治験実施に向けて PMDAとの薬事相談を行い、薬事申請上必須となる材料に関する試験データおよび GLP基準での生物学的安全性試験データの取

得を進め、さらに治験プロトコール案の構築を検討する。また今後の市場動向を調査し、本開発品の需要・市場規模予測を実施する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

多孔質表面を有する臼蓋再建カップ

のヨード担持加工品 

平成 27 年度実施事業では、電気設備の拡充により多孔質表面を有する試験片へヨード担持加工を施すことに成功し

た。ジオデシックストラクチャー構造の多孔質メッシュを設計により付与している。 

患者個別適合型カスタムメイド再建

カップ 
実際の屍体骨より CTデータを取得し、骨欠損患部へ適合するカスタムメイドカップを製作した。 

手術器械として用いた骨モデル・ト

ライアル 
骨欠損形状確認用のトライアルおよびインプラント設置位置確認用に用いるトライアル。 

力学試験用の骨盤モデルおよび再建

インプラント 
インプラント強度評価試験用に製作した骨盤モデルおよび患部に適合したカスタムメイドカップ 

 

(3) 平成 27年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①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

▶ 

まず、既処理施設であるハンズより帝人ナカシマ

メディカルへ追加のヨード担持加工技術・ノウハウ

等の伝授を完了した。帝人ナカシマメディカルでは、

昨年度の事業にて購入・設置した装置を用いて、種々

の形状の試験片へヨード担持加工を施し、薬事申請

用試験等に必要となる基本的な試験片形状（円板形

状、棒状形状）への加工を成功した。さらに、その

加工表面形態を走査形電子顕微鏡で観察し、ヨード

付着量を蛍光 X 線分析装置により元素分析したとこ

ろ、それぞれ従来加工品と同等品であることを確認

した。 

抗菌効果については、日本工業規格に準拠した試験

▶ 

薬事申請用試験等に必要となる基本的な試験

片形状（円板形状、棒状形状）への加工・評価

が完了している。今後は、加工に用いる電解液

の劣化等をモニターし、生産工程の繰り返し安

定性を確認することで安定した生産性を担保す

る必要がある。 

今回、ヨード担持加工表面の製品品質を担保す

るために、従来の平板試験片に対する表面分析

手法だけでなく、多孔質上における表面分析の

評価手法を確立させる必要がある。現在、多孔

質上での表面分析の実施に向け、試験計画を策

定している。 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

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。 

を実施したところ、既処理施設にて加工した従来加

工品と新たな設備により加工した新規加工品の間に

有意な差は確認されず、少なくとも同等以上の抗菌

特性を有することを確認した。 

また、条件検討を実施したところ、昨年度設置した

新規設備では多孔質形状の試験片を処理するために

は、電力が供給不足であることが判明した。最終製

品はその一部に多孔質形状を想定しているため、多

孔質形状へヨード担持加工を適用させることは必要

不可欠である。電力設備の拡充を行い、多孔質への

ヨード担持加工手法を成功した。 

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。 

▶ 

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、設計基本モジュールを用いて設計例を

蓄積している。 

骨モデルを使用した力学試験については、実際の

骨と力学的特性が相似している骨モデルを海外メー

カーより輸入調達し、形状計測・インプラント設置

計画の作成を実施した。現在、適用症例の患部を模

擬した骨欠損部の加工作成のため、治具設計、加工

方法の検討を実施している。 

 屍体骨（cadaver）を用いた試験については、試験

を請け負う外部委託機関との試験委託契約を完了

し、10月中旬に骨欠損部作成試験を実施し、12月中

旬にインプラント設置試験を実施した。臨床に近い

状況での試験により、新たな課題点の抽出に成功し

た。 

▶ 

実際の CTデータ・骨モデルを用い、設計基本

モジュールを用いて設計例を更に蓄積する。 

骨モデルを使用した力学試験では、加工・力

学試験実施用の治具製作を進め、機械加工によ

り骨欠損を作成する。骨欠損に合わせたインプ

ラントを設計し、その力学試験を実施する予定

である。 

 屍体骨（cadaver）を用いた試験については、

試験実施に成功し、現在、設置精度評価を実施

している。より臨床に近い形での評価により、

既に多くの課題点・改善点を抽出している。次

年度はそれらの課題解決に向け、インプラント

設計の見直しおよび新規手術デバイスの開発に

取り組む予定。 

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

る帝人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

▶ 

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）に関

して、試験片の製作・試験の準備を実施している。

GLP 基準での生物学的安全性試験について、試験計

▶ 

現在、多孔質形状へのヨード担持加工について、

その製造工程最適化を行っている。加工条件・

製造工程が確立された上で、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
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

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。 

 

画の策定・準備を進めている。 

 

特性評価、材料構造評価など）、および、GLP基

準での生物学的安全性試験を実施する。 

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。 

▶ 

PMDAとの医療機器開発前準備面談を 11月に実施し、

ヨード担持加工およびカスタムメイド設計いずれも

資料の充実化を指示され、資料の作成を実施してい

る。また、薬事申請を 2 段階にするよう提案を受け、

2 段階申請の必要性等について事業コンソーシアム

内での検討を実施している。 

▶ 

PMDA側から指示された資料について、特に設計

要素の資料作成に難航している。設計のサイズ

幅等を確定するためには力学試験の結果を反映

させた形で検討しなければならない。また、2

段階申請については、その市場性等を含め製造

販売担当である帝人ナカシマメディカル株式会

社にて十分な議論が行われており、それを踏ま

え、事業計画見直し等を実施する予定である。 

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。 

▶ 

屍体骨（cadaver）を用いた非臨床研究の準備を進め

ている。手術手技については骨モデルを用いた検証

を行っている。 

▶ 

屍体骨（cadaver）を用いた非臨床研究を実施し

た上で、過去の実績に基づき治験プロトコール

案を検討する。 

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。 

▶ 

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。 

 2015 年 10 月に開催された日本股関節学会学術集

会では、平成 26年度に実施した研究成果に基づき学

会発表を実施した。 ▶ 

最新の国内市場のマーケットレポートを入手

し、特に再置換手術数に関して今後の市場動向

を注視する。また、近年、他社から新たなに再

置換手術用製品が販売されつつあるため、それ

らの製品・技術調査などを実施する必要がある。

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
▶ 

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。コンソ
▶ 

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する。コ
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

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。 

ーシアムによる全体会議を年度内に 3 回開催し、進

捗状況を確認しつつ研究を推進した。 

ンソーシアムによる全体会議を年 4 回程度開催

し、研究の進捗確認および各事業実施期間との

連携を目標とする。 

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。 

▶ 

本事業の運営にあたり、合同併走コンサル、中間報

告、最終報告等を実施した。 
▶ 

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。 

 

1.7 平成 27年度委託事業の実施経過 

(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 
特になし 

  

機 器 ス ペ ッ

ク・ビジネスモ

デル 

特になし 

  

事業化体制 特になし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

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。 

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。 

平成 26 年度は期間が短く、ヨード加工技

術の移管のみを実施することとなったため。 

 

(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 薬事申請に向けて、多孔質にヨード担持させる条件の確立、骨欠損

状態を作ったうえでのキャダバー試験の円滑な実施が課題である。

（2015年 9月/伴走コンサル） 

多孔質へのヨード担持加工に成功し、10 月に骨欠損作製、12 月に

はキャダバー試験による設置精度検証を実施した。 

薬事対応は、技術の確立を待たず、開発と並行して最短で進める必

要がある。（2015年 9月/伴走コンサル） 

技術開発と平行し、11月に PMDA にて事前面談を実施した。PMDA か

らの指摘事項に対し準備対策を進めている。 

デザインを決定するソフトウェアは製造業者が使用することを想

定しており、薬事対象外である。（2015年 9月/伴走コンサル） 

指摘の通り、薬事対象外として対応する予定である。 

製品の有効性として、抗菌性と骨親和性をどこまで標榜するか、早

く方針を決めて薬事相談に行く必要がある。場合によっては、膨大な

症例を求められる可能性がある。（2015年 9月/伴走コンサル） 

11 月に PMDA にて事前面談を実施した。PMDA からヨード加工を施し

たインプラントの生体への安全性評価のため治験は必須とするが、膨

大な症例数は要求しないという見解であった。具体的な症例数につい
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領域 指摘事項 対応 

ては、今後の治験前相談等にて議論される予定。 

PMDAから治験を求められているのは、ヨードの部分の安全性確認で

ある。（2015年 11月/伴走コンサル） 

上述の通り、ヨード処理の安全性を担保するために、治験を要求さ

れている。 

カスタムメイドのみ、ヨード担持つきの 2 段階で薬事申請する方針

が決まったことを受け、事業計画を修正すること。（2015 年 11 月/伴

走コンサル） 

PMDAから 2段階申請への方針転換の提案があり、現在、申請の方針

について各事業団体を含め検討している。 

知財 本事業における新しい特許の取得は想定しているか。（2015年 9 月/

伴走コンサル） 

カスタム設計要素については特許化を含め検討している。特許申請

はコンソーシアムでの申請となるため、ロイヤリティ等含めてコンソ

ーシアム内での契約準備を進める必要があると認識している。 

技術・評価 特になし。  

そ の 他 事 業

化全般 

資料の投資回収計画について、売上高と自己負担額のバランスが悪

すぎるのではないか。これでは赤字にならないか。（2015 年 11 月/伴

走コンサル） 

現状の医療機器の価格設定では、本品単体で大きな利益は期待でき

ないと考えられる。ただし、現状治療方法が限られていた症例に対し

て新たなカスタムメイド製品の実現することで、少しでも対象となる

患者の層を増やせるものと考えており、結果的に帝人ナカシマメディ

カル株式会社としての顧客数の増加および売り上げの増加を期待す

ることが出来る。 

ヨードの供給元については、今年度中に交渉に着手すること。（2015

年 11 月/伴走コンサル） 

ヨードの供給元から既に意見を聴取している。今後は取引上の契約

および交渉が必要となるため、順次対応を進める予定である。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

（27 年度継続条件）ヨードを担持させること

の有効性について示す資料を早期に提示するこ

と。 

既に、チタン金属インプラントにヨードを担持させることの有効性を示す文献を 5 つ提出し、その詳細

内容については「20150320-事業継続に係る採択条件に対するご回答」として既に提出している。添付論文

は以下の 5つ。 

 

Antibacterial iodine-supported titanium implants.  

Shirai T, et al. Acta Biomater. 2011 Apr;7(4):1928-33. 

 

Innovative antimicrobial coating of titanium implants with iodine.  

Tsuchiya H, et al. J Orthop Sci. 2012 Sep;17(5):595-604. 

 

Prevention of pin tract infection with iodine-supported titanium pins.  

Shirai T, et al. J Orthop Sci. 2014 Jul;19(4):598-602. 

 

Surgical site infection after total en bloc spondylectomy: risk factors and the preventive new 
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technology. Hayashi H, et al. Spine J. 2015 Jan 1;15(1):132-7. 

 

Surgical treatment for pyogenic vertebral osteomyelitis using iodine-supported spinal instruments: 

initial case series of 14 patients.  

Demura S, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015 Feb;34(2):261-6. 

 

1.8 平成 28年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 28年度の事業概要 

ヨード担持加工技術開発としては、ヨード担持加工工程の品質を担保するため、医療機器リスクマネジメントに基づいた製造工程最適化を実施す

る。同時に、製品評価技術についても評価基準・評価方法の確立を実施する。また、薬事戦略相談により薬事申請用のデータパッケージを定め、原

材料の基本特性評価および GLP 適用生物学的安全性試験を実施する。カスタムメイド設計技術開発としては、これまでの cadaver 試験および力学試

験等での設計・評価データおよび新たに抽出した課題点等に基づき、薬事申請に対応した基本形状のサイズ範囲の設定・確立および、新規の手術用

デバイスの開発を実施する。さらに、これまでにデータ蓄積が不十分である応力解析等のノウハウについてもさらに強化する。これらの技術開発に

並行して、治験プロトコール案の検討および薬事戦略相談（開発前相談・治験前相談）を順次進め、年度の後半にて治験開始を目標とする。一方で、

市場調査レポートを参考とする市場性調査および学術集会への参加による競合品調査および研究成果発表を引き続き実施する。 

 

(2) 平成 28年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①ヨード担持加工技術開発 国立大学法人 金沢大学 

有限会社 ハンズ 

帝人ナカシマメディカル株

式会社 

株式会社プロステック 

ヨード担持加工工程の品質を担保するため、医療機器リスクマネジメントに基

づいた製造工程最適化を実施する。同時に、製品評価技術についても評価基準・

評価方法の確立を実施する。 

②カスタムメイド設計技術開発 国立大学法人 金沢大学 

帝人ナカシマメディカル株

式会社 

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、設計基本モジュー

ルを用いて設計例を引き続き蓄積する。平成 27年度の cadaver（屍体骨）を用い

た検証より新たに抽出された課題に取り組み、新規手術デバイスの開発や設計コ

ンセプトの再構築を実施する。 

③薬事承認申請用データの取得 国立大学法人 金沢大学 

帝人ナカシマメディカル株

式会社 

 製造工程最適化を達成した後に、薬事承認申請に必須となる GLP 基準での生

物学的安全性試験を実施する。併行して、薬事承認申請時に必須となる機械特性

評価（静的荷重試験、動的荷重試験）、材料評価（構造解析等）を順次実施する。 

④PMDA薬事戦略相談 国立大学法人 金沢大学 

帝人ナカシマメディカル株

平成 27年度に実施した事前面談に基づき、2回目の事前面談を早期に実施する。

その後、開発前相談により薬事承認申請に必要となるデータパッケージを確定し、
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項目名 実施主体 具体的な内容 

式会社 治験前相談により治験プロトコール構築の相談を実施する。 

⑤治験プロトコール検討 

 治験実施 

国立大学法人 金沢大学 

帝人ナカシマメディカル株

式会社 

平成 27年度に得られた cadaver（屍体骨）を用いた非臨床研究データに基づき

得られた課題点を早期に改善し、臨床研究における安全性の担保を実施する。PMDA

治験前相談に基づき適切な治験プロトコールを策定し、年度内の治験運営開始を

目指す。 

⑥市場調査・広報戦略 国立大学法人 金沢大学 

帝人ナカシマメディカル株

式会社 

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 国立大学法人 金沢大学 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

支援法人との打ち合わせ 

国立大学法人 金沢大学 

有限会社ハンズ 

帝人ナカシマメディカル株

式会社 

株式会社プロステック 

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。 

 

(3) 平成 28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  患者適合型インプラント薬事申請用試験データパッケージの策定およびデータ取得 

 ヨード担持加工技術の薬事申請用データパッケージの策定およびデータ取得 

 治験プロトコールの検討 

知財  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  有効性・安全性の両方を担保したヨード加工条件・製造工程の確立 

 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 

 カスタム設計パラメータの検討、単純モデルでの力学試験・FEM解析 

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との交渉・検討 
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1.9 平成 27年度委託事業の振り返り 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 
 

1.9.2 平成 27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 

製品化するインプラントの表面積が想定外に大きく、供給電源不足により設備拡充を余儀なくされる

など、見通しが甘い部分があり工程開発に遅延が生じた。技術提供を担当する有限会社ハンズにて多孔

質のヨード加工を十分に試作・データ収集しておけば事前の対策を講じられたと考えている。 
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(3) その他 

特になし。 

 

1.10 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 


