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1. 事業の概要 

整形外科手術では一度感染がおこれば、インプラントの抜去、感染創の外科処置、その後のインプラ

ント再埋植手術が必要となる。また、感染のない初回手術時でも、高齢者を含め免疫力が低下した患者

や開放創の場合、感染リスクを回避する感染防御型インプラントのニーズは高い。本事業では、チタン

骨スクリューに生体適合性多糖誘導体を用いて抗菌薬をコーティングすることにより、感染防御機能を

備えた骨スクリューを開発・事業化をする。 

 

 

 
  

感染防御機能を有する革新的骨スクリューの開発

抗菌薬を生体適合性多糖誘導体にて複合した
感染防御骨スクリュー

HOYA Technosurgical㈱、岡山大学、（公財）岡山県産業振興財団

水酸化アパタイトを人工骨として国内では最初に実用化させ、各種成形品、
注入硬化型や吸収性の人工骨を有し人工骨市場をリードしている。骨折治
療のプレート、スクリューでは、輸入製品偏重の市場の傾向の中にあって、
日本人に合った製品をデザイン、製造販売して市場でのシェアを伸ばしてい
る。（東京都、資本金 1億5万円、従業員数 250人）

H26-040

抗菌薬を生体適合性多糖誘導体を用いて骨接合材に複合

医療現場が抱える課題：整形外科手術後の感染の発生

HOYA Technosurgical：整形外科手術製品に特化した事業展開

 国内整形外科インプラント市場は約2000億円（20万症例）と推計。
 整形外科手術の約0.1～17.3％は感染を生じる。
 整形外科領域の術後感染は重篤化し、入院日数の延長等の治療面、経

済面での負担増大、四肢の切断に至ることもあり、大きな損失をもたらす。
 既存対処法のアクリル系骨セメントに抗菌薬を含有させての局所投与は、

未重合モノマーの溶出や事後に異物であるセメントの摘出の問題がある。

 生体適合性多糖誘導体にて骨スクリュー刺入部に抗菌薬をコーティング
して保持し、感染防御の上で効果的な徐放特性となるようコントロール。

 抗菌薬として海外では整形外科デバイスとの組み合わせで実績がある
ゲンタマイシンを複合。

 複合手段、骨スクリューの機能確認、本用途での抗菌薬の有効性と安全
性の評価により、感染防御技術を具現化する。

Class Ⅳ
（想定）

平成28（2016）年3月時点

抗菌薬
コーティング

骨スクリュー

コートなし コートあり

コートなし コートあり

細菌塗布後の培地にチタン静置
抗菌コートありは阻止円形成

直接販売

申請

相談

医療機関

岡山大学病院
• 製品化アドバイス
• 臨床研究の実施

製販企業
第一種製造販売業[13B1X10173]

HOYA 
Technosurgical（株）

• 製品化・薬事・
知財管理・品質管理・
販売

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

承認

認証

顧客
（医療機関）

医工連携支援機関

(公財)岡山県産業振興財団
• 事業管理

研究機関

岡山大学医歯薬
学総合研究科

• 事業統括
• 性能評価

事業管理機関

中

平成28（2016）年3月時点

SL

委託事業実施体制

PL

長瀬産業(株)
生体適合性多糖誘導体供給

抗菌薬原薬販売会社
抗菌薬原薬供給

外注

納入

アドバイザー

京セラメディカル(株)

筑波大学
助言

金属材料販売会社
チタン合金供給
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1.1 事業の目的 

整形外科手術では、無菌的操作の上、術前・術中・術後の抗菌薬予防投与が行われている。しかし、

手術部位には 0.1～17.3%の頻度で術後感染がおこる（骨・関節術後感染症予防ガイドライン（2008 年）：

日本整形外科学会診療ガイドライン委員会、骨・関節術後感染予防ガイドライン策定委員会）。一度感染

がおこれば、インプラントの抜去、感染創の外科処置、その後のインプラント再埋植手術が必要となる。

再手術は感染が沈静化した後に行われるが、術後の感染再燃の危険性は高い。そのため、再手術時には、

医師の裁量で骨セメントに抗菌薬をまぜて局所に留置する手法がとられている。セメントは異物である

ため、一定期間のあと第 3 回目の手術（抜去手術）が必要となり、患者負担は極めて大きい。 

術後感染について現場医師の聞き取り調査を行った結果、感染後の再手術時に適応できる「感染防御

機能を有したインプラント」を使用したいとの声が多かった。また、感染のない初回手術時でも、高齢

者を含め免疫力が低下した患者や開放創の場合、感染リスクを回避する感染防御型インプラントのニー

ズは高かった。一方、抗菌薬の体内長期残留は耐性菌出現を助長する可能性があるため、必要な場所に

必要な期間のみ抗菌薬を送達することが肝要である。骨セメントは薬剤徐放能に乏しく、体内に長期残

存するため、代替手段が必要である。 

本事業では、これまでの検討で明らかになった特定の天然多糖類の特性（チタン接着性、生体吸収性、

薬剤徐放性、ガスバリア性）を活用し、チタン骨スクリューに生体適合性多糖誘導体を用いて抗菌薬を

コーティングすることにより、感染防御機能を備えた骨スクリューを開発する。さらに抗菌薬コート技

術は、髄内釘や人工関節に応用可能であり、また他の薬剤とのコンビネーションプロダクトへの応用展

開も可能であるなど、社会的な波及効果は極めて高い。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：公益財団法人岡山県産業振興財団 

PL： 中島 武彦（HOYA Technosurgical株式会社） 

SL： 松川 昭博（国立大学法人岡山大学） 
共同体： ①HOYA Technosurgical株式会社 

  ②国立大学法人岡山大学 
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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 Ⅳ 

製品名 
感染防御型骨スクリュー、プ

レート 
分類名称（一般的名称） 

体内固定用ネジ 

体内固定用プレート 

対象疾患 

骨折治療において感染が生じ

てインプラントを抜去し、感

染が鎮静化して再手術を行う

症例 

届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
HOYA Technosurgical 株式会

社 
新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 

骨折治療において術後感染が生じ、用いていた骨接合材や固定用デバイスを抜去して感染

を鎮静化させた後、再度整復固定術を行う症例に対して、その再手術の際に骨折部の固定、

接合に用いる。これにより、基材におけるバイオフィルムの形成を抑制し、特に骨接合材自

体が原因となるような術後感染についてはその発生を抑制するProbable benefitをもたらす

ものである。 

薬事申請予定者 
HOYA Technosurgical 株式会

社 
医療機器製造販売業許可 13B1X10173 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

HOYA Technosurgical 株式会

社 
医療機器製造業許可 19BZ200015 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国・欧州 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 

(競合品も含めた市場全体) 
非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

骨折の外科的治療のためのプレート＆スクリューの市場がターゲットとなる。その国内市場規模は 220

億円であり、全手術の 1.4～3.7%（年間 3,000－8,000 件）に感染が生じており、この割合からは年間 3

億円から 8 億円の市場規模となる。世界ではさらにプレート＆スクリューの市場規模は大きく全体で

6000 億円であり、感染発生の率が同じとすると、84～222 億円の規模となる。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

骨折の外科的治療に用いる骨スクリューにおいて、刺入部表面に生体適合性多糖誘導体を用いて抗菌薬をコ

ーティングした骨スクリュー。刺入後、コーティング層からの抗菌薬の放出により、術後感染の防御効果をも

たらす。 
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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 

製品は、骨折の手術治療において感染によりインプラントを抜去したあと、感染が沈静化した場合の

再手術時に用いる。想定する顧客は、骨折の手術治療を行っている整形外科病院、整形外科が診療科と

してある総合病院などの医療機関、また製品を選択する裁量や意思決定ということではそれらの医療機

関に属する整形外科の医師となる。 

 

②提案する機器の想定市場規模 

大腿骨、脛骨、腓骨、鎖骨、仙骨、指、撓骨遠位端骨折用プレート＆スクリュー全体の国内市場規模

は 220 億円である。全手術の 1.4～3.7%（年間 3,000～8,000 件）に感染が生じているため、年間 3 億

円から 8 億円の術後感染再手術の市場規模となる。一方、米国の現状では全 PMMA セメント使用の実

に 53％が抗菌薬入りを使用している。これを参考に日本国内でも少なくとも 25％のケースで抗菌コー

トの骨スクリューの使用がなされるとすると、感染例だけでない予防的な使用用途も合わせた潜在的な

市場規模は合計 58～63 億円と考える。 

またチタン合金は人工関節や脊椎のデバイスの基材としても用いられており、骨折の手術治療と同様

に人工関節置換術や脊椎手術においては術後感染の問題がある。これらの感染予防としての使用目的で

認可を得ることは非常に難しいが、人工関節、脊椎領域のデバイスにもリン酸化プルランと抗菌薬を用

いたコーティングを施すことにより、臨床現場では感染予防を意図して抗菌コートデバイスが選択され

ることは想定され、本事業を出発点としてこの技術の出口を大きく広げることができると考えている。

人工関節は国内で 1000 億円、脊椎固定デバイスは 380 億円の市場規模がある。 

感染対策以外でも、生体適合性多糖誘導体を用いることで薬剤コーティングが可能なため、抗癌剤

や成長因子のチタンコーティングが見込める。悪性腫瘍後や骨欠損部への適応など新市場の創出も期

待できる。 

 

(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：シンセス社（米国） 

②競合商品：Expert Tibial Nail PROtect/ゲンタマイシンコーティングチタン製インプラント (シンセ

ス社） 

③市場獲得の障壁：国内では医薬品と医療機器を融合したコンビネーションプロダクトとして承認さ

れた医療機器はない。本事業で第１号を目指している。感染防御に対する現場ニーズは高いが、抗菌

薬コーティングに対してオーバースペックとの意見がある。手術部感染後の再手術に本医療機器を用

いた場合の有効性検証が難しい。創部感染は局所感染だけでなく、手術後の血中感染に由来する事も

あり、短期間の有効性を目指した抗菌コートインプラントの実用性に懐疑的な意見もある。 

 

 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差別化ポイント：Expert Tibial Nail PROtect でゲンタマイシンコーティングに用いられるポリ乳

酸は難吸収性であり、コーティング剤の長期残留のため日本での承認は難しい。ポリ乳酸の薬剤徐放

性・ガスバリア性は低い。 

②優位性：生体適合性多糖誘導体は、チタンに対して強固に吸着し、薬剤徐放性、ガスバリア機能を

有する生体吸収性医用材料である。その原料である天然多糖プルランは国内外で岡山県企業（株）林

原が唯一生産している多糖であり、同社とその連携企業の長瀬産業（株）の協力を得ていることから、

他施設での製造は難しく、特許以上に国際競争力の高い製品である。 
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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 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 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

・国内販売：市販後調査など、製
品の有効性安全性に対するデー
タの収集。
・海外各国に対し薬事申請、およ
び販路の構築として、海外インプ
ラントメーカーとの競業の可能性
探索。
・応用展開：髄内釘、人工関節な
ど、市場ニーズの大きい製品に
ついて、追加申請。

・試作品評価：ﾁﾀﾝﾃｽﾄﾋﾟｰｽに、生体適
合性多糖誘導体を用いて抗菌薬をｺｰ
ﾃｨﾝｸﾞする技術を確立する。
・有効性・安全性評価：in vitroによる抗
菌性、in vivoによる体内動態について
評価し、有効性、安全性を証明する。
・薬事相談：PMDAとの対面助言を実施
する。
・チャネルの確保：生体適合性多糖誘
導体、抗菌薬供給元との交渉を行う。

・ﾁｬﾈﾙの確保：原材料供給元との契
約。

上市に向けての前準備として、以下の
調査を行う。
・臨床ニーズ
・競合参入状況
・抗生剤含有骨セメントの臨床状況
・海外動向

・応用展開の検討：臨床ニーズ調査結
果を踏まえ、スクリューだけでなく、プ
レートや髄内釘、人工関節、脊椎ケージ
など、他のインプラントへのコーティング
の応用を検討。
別な抗生剤での有効性の検討。

・薬事対応：生物学的安全性試
験、耐久性試験、臨床試験結果
の整理、照会事項への対応。
・量産化検討：設備導入、工程確
立。
・応用展開：プレート、髄内釘など
へのコーティング検討および、生
物学的安全性試験など追加試験
項目の検討。

・薬事対応：照会事項への回答
など順次実施
・販売戦略の策定：国内上市に
向けて、ユーザーからの意見聴
取、意見交換のための臨床医に
よる研究会発足。
・応用展開：市場ニーズの大きい
分野を狙い、追加申請の準備。
・海外展開：輸出国の検討、各国
にて必要な薬事申請資料の確
認。

①試作品仕様検討
②試作品開発(一次)
③有効性・安全性評価
④薬事戦略の体制づくり
⑤薬事相談(PMDA:事前面談)
⑥知財戦略の体制づくり・戦略検討
⑦事業の管理・運営
⑧経済産業省・事業管理支援法人との
打合せ

①試作品開発（二次）
②有効性・安全性評価
③薬事相談（PMDA本相談）
④知財対応（出願等）
⑤販売戦略（市場調査）
⑥事業の管理・運営
⑦経済産業省・事業管理支援法人との
打合せ

①試作品開発（三次、治験用機器）
②有効性・安全性評価
③臨床評価（岡山大学で医師主導）
④薬事相談、承認申請対応
⑤知財対応
⑥販売戦略
⑦事業の管理・運営
⑧経済産業省・事業管理支援法人との
打合せ

試作品仕様検討

試作品開発（一次） 試作品開発（二次） 業許可取得（QMS対応）

有効性・安全性評価 有効性・安全性評価 体制整備

試作品改良 試作品改良

安全性・耐久性試験 治験

市場調査

販売計画作成

アフターサービス体制の構築

★
H27.09

製造特許

★
H28.04 製造特許

★
H28.04 物質特許

試作品仕様検討

有効性・安全性評価

体制づくり 体制づくり

PMDA:事前面談 PMDA:対面助言

出願準備 出願準備戦略準備

★
H27.1

全般相談

特許調査（抵触性）

試作品開発（一次） 試作品開発（二次）

★
H27.5

準備面談

★
H27.7 対面助言

出願準備

改良検討
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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 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 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 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 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） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

量産型の製造機器や検査機器の導入など現時点では不明点が多いが、市場での売上の予測に合わせた

生産体制をとっていく。開発投資については、治験の規模が不明確であること等があり、必要事項を明

らかにしながら投資計画の精度を高めていく。   

売上については、国内が事業の主体と考えられ、その国内では骨接合材料プラス抗菌薬での保険適用

が認められることが好ましいが、この状況については読めないこと、また抗菌スクリューは感染予防と

して使われると症例数は増えるが適応外での使用の助長は薬事的に厳禁であることから、その予測は極

めて難しい。現時点では市場導入後、感染例の割合と同様な市場規模の想定が妥当と考えている。今後

の厚生労働省保険局との面談などにより状況の把握を行い、計画の精度を高めていく。 

一方、予防的な使用については抗菌薬を含有した骨セメントの例では先述の通り、欧米では骨セメン

ト使用例の実に半数以上が抗菌薬を含有するものとなっている。国内において、抗菌薬含有骨セメント

は人工関節の術後感染による再手術例を適用することで承認されているが、発売後まだ時間が経ってい

ないので適応外の感染予防の目的で初回手術からの使用状況については不明であるが、海外の方が感染

予防を重要視している状況があるといえる。 

海外展開については次のような取り組みを考えている。まずは国内における実績を充実させることで

ある。開発検討および臨床評価より得られる結果からセールスポイントを整理し、製品力の見極めを行

って海外市場にアピールする。販売領域としては、現在の骨接合材自社製品はアジア人の体格に適合し

たデザインであることが特徴であり、現有の韓国、中国などのアジア圏への販売を最初のステップとす

る。さらに欧米では販売チャネルの当たり付けを行い、自社ルートに加えて強い販売力を持つ会社も絡

ませることでより売上を大きくする。認可申請の動きに合わせて販売ルートの具体化を進める。これら

の取り組みにより目標としている売上を達成させるべく事業を進める。 
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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”   

感染など難治性骨折の治療を積極的に行っている臨床施設、臨床医との間に深い関係を構築して、確

実な販売の伸びと継続を図る。 

学術の組織において難治性骨折の治療をターゲットにし、製品や技術告知の取り組みを展開する。   

 

 2) ビジネス体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器開発前相談（2015 年 7 月 17 日＠PMDA） 

医療機器開発前相談の対面助言を受け、申請に必要な非臨床試験の項目等を明らかにした。  

 

 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） 

 抗菌性骨接合材の技術領域に関し、国内分の抵触調査を平成 26 年度事業で実施済み。  

 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 

 特許出願を検討中である。  

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 生体適合性多糖誘導体以外の化合物や材料を使って、薬剤保持や放出を行わせている場合は、知財に

よる防御は困難となる。 

平成28（2016）年3月時点

上市後のビジネス体制

金属材料販売会社

チタン合金供給

長瀬産業（株）

生体適合性多糖誘導体供給

スクリュー設計・製造

コーティング

薬事申請・品質管理・

販売・保守管理

製販企業
第一種製造販売業[13B1X10173]

HOYA Technosurgical(株)

医療機関

ニーズの提供
臨床エビデンス構築

開発機器の導入・普及

顧客（国内、海外）

HOYA Technosurgical(株)

海外販路活用

PL 中

抗菌薬原薬販売会社

抗菌薬原薬供給
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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 

スクリューのコーティング層の剥がれについての対策と有効性のデータ整備が課題である。コーティ

ング上の工夫で剥がれへの対応につき検討中。有効性については評価モデルと手法の確立につき検討中。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 開発前相談にて PMDA から提言があった非臨床試験については着手中。臨床評価については岡山大

学にて医師主導型治験を実施する。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

HOYA Technosurgical は整形外科手術製品に特化した製造販売を行っており、抗菌スクリューについ

ても自社にて販売を行う。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

基本的に現在保有している体制で対応し、製品に特有の必要事項があればその機能の追加を検討する。 

 QMS 等の品質保証体制 

基本的に現在保有している体制で行い、抗菌薬関連に求められる事項については特に留意して対応す

る。 

 広報・普及計画 

薬事法の規制の範囲での広報活動となる。 

 

 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 医師主導型治験を予定しているが、症例数が

増えるなど規模が大きくなると、開発費が確

保できない。また、開発期間が延びてしまう。 

② 非臨床試験では岡山で有している多糖誘導

体に関するデータが受け入れられるか。 

① 適応疾患の熟考、薬効と安全性について非臨

床でのストーリーの構築の上、PMDAと治験相

談を行い、医師主導型治験を実施する。 

② 現データからの安全性の観点でストーリー

構築を行う。 

知財 

① 抗菌薬とデバイスの組合せはアイデア自体

は古くからあり、強い排他性を有する状況の

構築は難しく、他社参入は容易である。 

① 周辺特許出願などを検討する。市場への早期

導入によりシェアを先取りし維持する。 

技 術 ・

評価 

① スクリュー刺入時のコーティング層の剥が

れ対策 

② 多糖誘導体の分解吸収メカニズムの解明 

① 剥がれに対する妥当性のある見解を構築す

る。 

② 得られているデータを活用し説明レベルを

見極める。 

その他

事業化

全般 

① 原材料の事業化後の供給の安定性維持 ① 治験進捗など開発状況を踏まえて供給元と

の交渉を本格化する。 
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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 

平成２７年度は、試作品の試用検討と試作品の有効性、安全性評価の非臨床試験を行う。試作品の開発および非臨床試験は、HOYA Technosurgical

株式会社と国立大学法人岡山大学(大学院医歯薬学総合研究科)の共同で行う。試作品の動物実験による機能評価は国立大学法人岡山大学(大学院医歯

薬学総合研究科)で行う。法対応に向けた薬事相談として開発前相談を実施する。 

 

(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 

抗菌薬を複合した骨接合材 抗菌薬を天然多糖類と混合し、これを表面にコーティングした骨接合材。 

安全性と感染防止に関する有効性を最適化したものを試作する。   

 

(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 試作品開発（二次） 

・骨接合材の形状、表面性状を決定、または

決定の判断のための課題を見出してそれを

解決する。 

・生体適合性多糖誘導体と抗菌薬の複合割合

と設定する用量をカバーするコーティング

条件を確立する。 

・確立した方法においてコーティングしたス

クリュー、骨接合材について強度試験を実

施する。 

▶ 

・多糖誘導体と抗菌薬の比率を変えてコーティング

したチタンピースで、コーティング層の in vitro

での消失特性を評価した。 

・滅菌を想定したガンマ線照射をコーティングした

ものに行って、抗菌力への影響を確認した。  

・多糖誘導体の原材料形態を変更する検討を行った。 

・安全性試験を実施するコーティング用量を確定し、

試験用の試料作製を行った。 

・スクリューネジ部へのコーティング手法を検討し、

平面とは異なる条件において引き抜き試験実施の

ためコーティング用量の定量性を確保したスクリ

ュー試料を作製した。 

・徐放性を向上させるためのコーティング手法につ

き検討した。 

▶ 

・有効性の観点で決定されるコーティング条件

（用量等）でのコーティング試行。 

・規格化のための試作品の評価検討の実施。 

・臨床評価用の骨接合材の作製。 

② 有効性・安全性評価 

・有効性について、多糖誘導体に複合した抗

菌薬の抗菌活性の評価法を確立し、薬効用

量を定める試験を行う。用量など条件を固

めた上で抗菌薬の放出特性を評価する。 

・安全性試験に関しては、多糖誘導体、抗菌

薬またはそれらの複合物、製品全体につい

▶ 

・多糖誘導体と抗菌薬の用量を変えて抗菌力評価の

試験を実施した。 

・コーティングしたチタンピースを埋植し、in vivo

での抗菌薬残留量を計測した。  

・申請に必要な非臨床試験について、試験条件検討

などの課題に対応し、安全性試験を実施した。 

・スクリューを動物に埋植し、引き抜き試験を実施

▶ 

・有効性の試験手法のさらなる吟味を行い、抗

菌薬、多糖誘導体の用量、コーティング条件

を定める。 

・スクリュー刺入時にコーティング層が剥がれ

にくいコーティング条件、用量を決定する。  

・多糖誘導体の体内挙動の提示内容の吟味と整

合。 
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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 

て、機構相談を踏まえ、申請に必要な試験

について方向付けを行い、安全性試験の計

画立案と実施に着手する。 

し、コーティングの有無の影響を比較した。 

・スクリュー刺入時のコーティング層の剥がれにつ

いて、検討を行った。 

・多糖誘導体に関する体内挙動の評価状況を確認し

た。 

③ 薬事相談（ＰＭＤＡ本相談） 

・医療機器開発前相談を行い、申請に必要な

試験項目を明らかにする。 

▶ 

・7月 17日に医療機器開発前相談の対面助言を受け

た。この相談により承認申請に必要な試験項目が

明らかになった。  

▶ 

・治験実施の前に PMDA相談を受ける。  

④ 知財対応（出願等） 

・昨年度の調査結果によりポジションを確認

し、全体戦略などの方向付けをする。 

・出願するべき内容を整理し、必要なアクシ

ョンをとる。 

▶ 

・昨年実施した日本国内、薬剤を付与した金属イン

プラントを調査主題とした先行例調査の結果にお

いて、調査した範囲では抵触する特許はないこと

が判明した。  

▶ 

・出願するべき内容を精査し、必要なアクショ

ンをとる。  

⑤ 販売戦略（市場調査） 

・骨折治療の感染例に関する調査、既承認の

抗菌薬含有骨セメントの使用状況など確認

し、販売戦略の基礎情報を得る。 

▶ 

・進捗なし。  

▶ 

・販売戦略のための基礎情報を収集する。  

⑥ AMED・事業管理機関との打合せ 

・推進委員会、伴走コンサル等に出席する。 
▶ 

・7月 27 日、1 月 27日に推進委員会を実施した。  

・9月 2日、11 月 10日に伴走コンサルに参加した。  
▶ 

  

 

 

 

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・上司

スケジュール） 

特になし。   
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(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 医療機器の一般的名称の修正、クラス分類を明確にすること。 一般的名称は体内固定用ネジ、体内固定用プレートに修正。 

クラス分類はⅣ。 

安全性確認のための治験について、対象症例の確保の方策を検討す

る必要がある。 

術後感染例ではない症例を対象とすることで計画する。 

知財 特になし。  

技術・評価 特になし。  

そ の 他 事 業

化全般 

感染時の再手術を想定して国内市場を予測している。海外について

現時点では人口比のみの試算となっているが、競合品との競争でより

具体的な販売計画を立案されたい。 

1.4（1）1）の投資回収計画の項に考え方を記載。 

本品を出発点とした今後の事業展開（人工骨、人工関節等）につい

ても提示されたい。 

1.3（2）の市場性の項に展望を記載。 

多糖誘導体の供給について、大量生産も視野に入れた協議が必要で

ある。 

本テーマではコーティングに用いるため、多糖誘導体の必要量は大

量にはならない。逆に供給元からはある程度の量の需要がほしいとい

うコメントがある。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

知財に関して早期に検討し、検討結果について、適宜報告すること。 抵触調査の結果を確認したところ、問題なしという結論となり推進委員会など

で報告。 

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 

臨床評価で用いる骨スクリュー、骨接合材の仕様の最終確定を行い、これにしたがって治験用骨スクリュー、骨接合材を作製する。臨床評価およ

び承認申請までにそれぞれ必要な非臨床データを整備する。岡山大学にて安全性の評価を目的とした医師主導型治験を実施する。臨床評価の結果を

踏まえて承認申請の準備を行う。 

 

(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 試作品開発（三次、臨床評価用

機器） 

HOYA Technosurgical 臨床評価を実施するための製造条件、必要事項を明らかにして、治験を実施す

るための開発品の仕様にしたがった試作品を作製する。 

開発品の規格を定める検討、耐久性・安定性に関する検討を実施する。 

② 有効性・安全性評価 岡山大学 

HOYA Technosurgical 

臨床評価開始までに必要な安全性、有効性評価に関する非臨床データを整備す

る。承認申請までに必要な非臨床データを取得する。 
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③ 臨床評価 岡山大学 

HOYA Technosurgical 

安全性の評価を目的とした医師主導型治験を実施する。 

④ 薬事相談・承認申請対応 岡山大学 

HOYA Technosurgical 

PMDA と治験に関する相談を実施する。承認申請に必要事項を明らかにし、臨

床評価の結果を踏まえた申請に関する課題に対応する。  

⑤ 知財対応 HOYA Technosurgical 

岡山大学 

周辺特許、防御型特許として出願するべき内容を開発検討した範囲から確認し、

出願に値するものにつき必要なアクションをとる。 

⑥ 販売戦略 HOYA Technosurgical 売上予測と販売戦略のための基礎情報を得て、販売戦略を具体化する。多糖誘

導体の供給元との供給に関する交渉を行う。 

⑦ 事業の管理運営 岡山県産業振興財団 プロジェクト参画団体間で連絡を十分に取り合い、円滑な事業運営を行う。 

⑧ AMED/事業管理法人との打合

せ 

岡山県産業振興財団 

HOYA Technosurgical 

岡山大学 

有識者との打合せに参加し、円滑な事業運営を行う。 

 

 

 

 

 

(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  非臨床試験では申請用の有効性に関する試験の実施 

 臨床評価は医師主導型治験を岡山大学にて実施 

 多糖誘導体の動態データの精査 

知財  コーティング手法の効果見極めと出願 

技術・評価  コーティング層剥がれの対応策 

 有効性の申請用試験の実施 

 臨床評価用骨接合材の作製（製造環境整備、規格化、安定性、耐久性試験の実施） 

そ の 他 事 業

化全般 

 多糖誘導体の供給元との交渉 
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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 

 

 

チェックリスト

平成27年度　成果報告書（2016年3月）自己評価 2016/3/2

プルダウンメニューを選んでください。

↓
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。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 △一部
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 △一部
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 △一部
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 △一部
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 △一部

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 △一部
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

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。 該当せず
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。 ○十分

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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ×不十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

開発
戦略

その他

知的
財産

薬事

26-040

感染防御機能を有する革新的骨スクリューの開発

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

公益財団法人岡山県産業振興財団

案件番号

事業管理
機関名

事業名
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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 

本テーマで用いる多糖誘導体は医療用の製品に使われたことがない材料で、技術的な情報や材料の特

性把握がもっとも深いと考えられる供給元との関係は重要であり、本来は供給元がプロジェクトに参画

していることが望ましい。 

 

(2) 事業の進め方 

特になし。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 
 

公益財団法人岡山県産業振興財団 

〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀 5301 

電話：086-286-9651/ FAX：086-286-9676/ E-mail：nyokota@optic.or.jp 
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