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1. 事業の概要 

加齢による変形性脊椎疾患の患者が増加しているが、現行のスクリューを使用した脊椎固定術に代わ

る、効果的で合併症の少ない治療法の開発が望まれている。具体的には、①スクリューを使用しない手

術法で誤刺入を防止、②脊椎を固定しない手術法で隣接椎間病変を予防、③手術侵襲を小さくして入院

期間短縮、④簡単で高額医療機器を使わない手術で一般病院でも施行可能とすることである。  

本事業は、従来の脊椎固定術の上記課題をすべて解決する革新的脊椎制動インプラントの開発、臨床

試験、薬事申請、製品化を目指す。 

 

3Dチタンプリンターを用いた革新的脊椎制動インプラントの開発

世界初の３Ｄプリンター製高性能脊椎インプラント
(株)アムテック・(株)コイワイ・エーピーアイ(株)・秋田県立脳血管研究センター・秋田県産業技術センター

秋田大学・岐阜大学・岩手県立大学・(株)インテリジェントコスモス研究機構

H26-093

世界初の３Ｄプリンター製高性能脊椎インプラント

合併症の多い従来の脊椎固定術

3Dプリンター技術を用いた日本発の画期的な脊椎インプラント

 対象は国内400万人以上の脊椎変性疾患患者。
 しかし、現行の脊椎固定術では、スクリュー刺入に

よる神経血管損傷、固定による隣接椎間病変発生、
侵襲が大きく長期入院、特殊技術・機器が必要、な
ど多くの問題点がある。

 患者の画像データをもとにしたオーダーメイド機器。

Class Ⅲ

従来の脊椎固定術

スクリューと棒で脊椎を完全に固定

従来の脊椎固定術 新手術

合併症率 10-40％ 大幅に減少

入院期間 1ヶ月 1週間

手術可能施設 専門病院 一般～専門病院

手術時間 3時間 30分

 （株）アムテックは20年に渡る脊椎インプラントの販売と日
本発の画期的脊椎固定インプラントを国内開発・薬事承
認を取得した経験を生かし、2012年国内初の3Dプリン
ター金属粉末積層工法によるサービスビューローを開設
した（株）コイワイと共同で開発を進める。  

 

 

 

  

相談

申請

医療機関

秋田大学附属病院
• ニーズの提供
• 臨床エビデンスの蓄積

製販企業

(株)アムテック
• 生産化・事業化
• 薬事・市場性を見据えた他機関への助

言

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

米国食品医薬品局
（FDA）

助言

承認

企業

(株)インテリジェント・
コスモス研究機構

• 事業管理機関としてコンソーシア
ムに参加

企業

エーピーアイ（株）
• 製品の設計
• 生産プロセスの確立

事業管理機関

製造企業
医療機器製造業[１４ＢＺ２００１９１]

（株）コイワイ
• 製品の開発・作成
• 生産プロセスの確立

SL

委託事業実施体制

PL

中

新

中

新

医療機関

秋田県立脳血管
研究センター

• 基礎研究の総括
• 臨床エビデンスの構築

研究機関

岐阜大学
• 動物実験

研究機関

岩手県立大学
• 製品の設計
• 設計自動化

研究機関

秋田県産業技術
センター

• 基盤研究
• 材料評価

第一種医療機器製造販売業 [１３Ｂ1X００１７０]

医療機器製造業（包装、表示、保管） [１３ＢＹ００１２２３]
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1.1 事業の目的 

脊椎変性疾患・脊椎損傷に対して、日本では金属製スクリューとロッドを用いた脊椎固定術が広く行

われているが、スクリュー刺入による血管・神経損傷、脊椎固定による隣接椎間板変性、大きな手術侵

襲（体への負担）による 1 か月以上の長期入院などの問題がある。また、手術には高度の手術手技と高

額（数千万～2 億円）の医療機器が必要なため、手術可能な病院が限定されている。 

一方、海外ではこれらの課題のうち、隣接椎間板変性予防を目的として金属製スクリューと樹脂製ロ

ッドなどを用いた制動術（動きを抑える手術法）が開発されたが、他の課題については解決策がなかっ

た。 

このため、医療現場では、脊椎変性疾患・脊椎損傷に対する簡便で合併症の少ない治療法の開発が望

まれている。具体的には、①スクリューを使用しない手術法で誤刺入を防止、②脊椎を固定しない手術

法で隣接椎間病変を予防、③手術侵襲を小さくして入院期間短縮、④簡単で高額医療機器を使わない手

術で一般病院でも施行可能とすることである。 

本事業は、従来の脊椎固定術の上記課題をすべて解決する革新的脊椎制動インプラントの開発、臨床

試験、薬事申請、製品化を目的とする。 

具体的な各課題に対する解決策は下記のとおりである。 

①3D チタンプリンターで脊椎に密着するカバーを作成して、スクリューの代わりとするので血管神経

損傷が起こらない 

②脊椎カバー同士を人工関節などで連結し、脊椎を固定せずに制動するので、隣接椎間病変が起こら

ない 

③インプラントを椎骨の狭い範囲に装着することとし、侵襲が少なくすることで入院期間を 1 週間程

度まで短縮できる 

④カバーを装着するだけの手術なので、高度手技や高額医療機器は不要である 

   

なお、国内市場については、平成 29 年 4 月に薬事申請を行い、平成 29 年 10 月に上市を目指す。また、

海外市場（脊椎固定術を行っている主要先進国[特許出願国はアメリカ、ドイツ、スイス]）については、

平成 29 年 12 月に薬事申請を行い、平成 30 年 2 月に上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 
事業管理機関：株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 

PL： 綾香 悦子（株式会社アムテック） 

SL： 小岩井 豊己（株式会社コイワイ） 
共同体： ①株式会社アムテック 

  ②株式会社コイワイ 

  ③エーピーアイ株式会社 

  ④国立大学法人秋田大学医学部附属病院 

  ⑤秋田県産業技術センター 

       ⑥地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究センター 

       ⑦国立大学法人岐阜大学 

⑧公立大学法人岩手県立大学 
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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 Ⅲ 

製品名 脊椎制動具 分類名称（一般的名称） 新医療機器のため該当名称無し 

対象疾患 脊椎変性疾患 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療機関（病院） 新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 
腰椎変性すべり症、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア再発例、腰痛複数手術例に対し

て椎間不安定性による腰痛・下肢痛改善を目的として使用する 

薬事申請予定者 （株）アムテック 医療機器製造販売業許可 第一種 13B1X00170 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

（株）アムテック 医療機器製造業許可 13BY001223 

（株）コイワイ 業許可 14BZ200191 

（株）アムテック 業許可 第一種 13B1X00170 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  
対象国は脊椎固定術を行っている主要先進

国（特許出願国はアメリカ、ドイツ、スイス） 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 4月 平成 29（2017）年 12月 

上市時期 平成 29（2017）年 10月 平成 30（2018）年 2月 

想定売上（上市後 3年目） 5.5億円／年（平成 32（2020）年時点） 13.6億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 682億円／年（平成 32（2020）年時点） 13,650億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0.8％（平成 32（2020）年時点） 0.1％（平（2021）年時点） 

  （注：市場規模は競合品も含めた市場全体である。） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

①脊椎制動具の構造 

脊椎制動具は個々の患者の CT データをもとに椎骨 1 個ごとにオーダーメイドで作成した脊椎カバー

とそれを連結する可動部分（現在はスパイラルロッド、将来的には樹脂や自家軟骨組織、iPS 細胞から

作成した組織など）から成る。                     

 

②手術 

脊椎カバーを椎骨に装着するだけの簡便な手術であり、手術時間は従来の椎骨固定術の 6 分の 1 程度

（例：腰椎手術は固定術 3 時間、本手術 30 分）で、患者への侵襲や合併症が少ない。またスクリューを

脊椎に刺入する操作がないため、特殊手術や高額な医療機器を要しない。 

 

③物づくり 

本研究の事業実施機関である株式会社コイワイは国家プロジェクト「超精密三次元造形システム技術

開発プロジェクト」に参加している鋳造メーカーであるが、本研究において脊椎制動具を 3D チタンプリ

ンターで製作する。また、脊椎カバーと可動部分の強度や金属特性をもとにした設計については秋田県

産業技術センターのノウハウを利用する。 

                       
   

オーダーメイド設計 

の脊椎カバー 可動部分 

人工関節付きカバーで脊椎を制動 
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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 

・腰部脊柱管狭窄症、腰椎変性すべり症、腰椎変性側弯症などの脊椎不安定性・変形を呈する症例の

治療にあたる医師 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

日本国内において、2012 年に約 7 万セットの脊椎固定インプラントが使用され、年々増加傾向にある。

今後も毎年 5％の割合で市場規模が拡大すると、2019 年には約 10 万セットの販売が見込まれる。インプ

ラントセットの最小価格で計算すると市場は 50 万円×10 万件＝500 億円となる。手術を行う部位の椎骨

がすでに切除されている再手術例など、本脊椎制動具の使用ができない例を除く 80％の症例で脊椎固定

術の代わりに脊椎制動術が行われると、代替市場は 400 億円である。 

既存製品である脊椎固定具（スクリューとロッド）で治療が困難な症例は、 

①侵襲の大きな手術を受けられない高齢患者、全身状態不良患者、小児患者 

②脊椎を固定すると成長障害を起こす恐れのある小児患者 

③スクリューが引き抜ける可能性のある骨粗しょう症患者 

などであるが、これらの患者にも本脊椎制動具を用いた治療が可能である。脊椎固定術が適応にならず、

新規に脊椎制動術の適応となる①～③の患者を脊椎固定術施行数の半数とすると、創出市場は 500 億円

×0.5＝250 億円である。 

上記を踏まえたターゲット市場は 400 億円＋250 億円＝650 億円となる。海外のターゲット市場は同

様に計算すると、1 兆 3000 億円となる。 

（注：想定市場規模は競合品も含めた市場全体である。） 

 

(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 

現在ほぼ市場を独占しているスクリューとロッドを用いた脊椎固定システムが競合製品である。 

脊椎固定用スクリューとロッドを販売しているインプラント会社で、米国のメドトロニック社、ジョ

ンソンエンドジョンソン社、ストライカー社の 3 大大手インプラント会社で 80%のシェアを占める。 

 

 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） 

本邦では金属製スクリューとロッドを用いた脊椎固定術が広く行われているが、スクリュー刺入によ

る血管・神経損傷、脊椎固定による隣接椎間板変性、大きな手術侵襲による長期入院、手術には高度の

手術手技と高額医療機器を要するという問題がある。本研究で開発する脊椎制動インプラントは、スク

リューを使用せずに脊椎を固定しない方法で、手術侵襲は小さく、簡単で特殊な医療機器を必要としな

い手術を可能とした。 

現行の脊椎固定具の問題点 脊椎制動具の利点 脊椎制動具の優位性 

①スクリュー誤刺入 10-30% 
スクリューを使用しない手術法で

誤刺入を防止 
誤刺入 0％ 

②隣接椎間病変 15-40% 
脊椎を固定しない手術法で隣接椎

間病変を予防 
隣接椎間病変ほぼ 0％ 

③入院期間 1 か月以上 
手術侵襲が小さいので入院期間短

縮、早期社会復帰 
入院期間 1 週間 

④高度手技と設備投資数千万

～2 億円 

簡便な手術で高額医療機器不要、小

規模病院でも手術可能 

一般脊椎外科医が手術可能、設備

投資 0 円 
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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 

 
上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H28年2月）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理 機関名

事業名

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

脊椎制動具のオーダーメイド化につい

ては、CTデータから骨情報抽出法、制

動具の設計方法と構造、３Ｄチタンプリ

ンターによる製造法をそれぞれ確立し

た。連結部分については、緩みのない

カスの出にくい構造を確立した。

試作機開発・改良
計画

【製品名】
脊髄制動イ
ンプラント

実績
切削によるインプラント作成と
力学試験施行、チタンプリン
ターによるインプラント作成と
動物実験を行った。

量産機開発
計画

【製品名】
脊髄制動イ
ンプラント

実績
量産機の開発は平成27年度に
行う。

臨床研究 計画

実績
臨床試験は治験として平成28年
度に行う。

薬事申請 計画

実績 ＰＭＤＡの事前相談済。

知財対応 計画

実績 国内、国際特許申請済み。

販売戦略 計画

実績
販売戦略は平成27年度以降に
計画。

上市時期
計画
（初期）

実績 上市は平成29年以降に計画。

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

コア技術の確立
脊椎制動具のオーダーメイド化に
ついては、CTデータから骨情報
抽出法、制動具の設計方法と構
造、３Ｄチタンプリンターによる製
造法をそれぞれ確立した。連結
部分については、緩みのないカ
スの出にくい構造を確立した。

追加特許申請
医療機器製造販売認証申請
ＣＥマーキング、501k申請
追加特許申請
上市（国内、海外）

試作機開発（一次、二次）
薬事体制づくり
ＰＭＤＡ個別相談
知財体制づくり

試作機開発（二次）
安全性・耐久性検討
量産試作
ＰＭＤＡ事前相談、対面助言
知財戦略検討
販売チャネル確保

治験
第三者認証機関相談
販売チャネル確保
アフターサービス体制構築
市場調査

26-093

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構

3Dチタンプリンターを用いた革新的脊椎制動インプラントの開発

＊想定患者に対応した制動ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄの構造決
定が遅れた
＊３Ｄチタンプリンタで造形したインプラントの
品質が達成できず、試作品の造形が遅れた

試作品開発（一次）

安全性・耐久性検討

量産試作

治験

薬事体制づくり

PMDA：個別面談 PMDA：事前相談 PMDA：対面助言 第三者認証機関相談

知財体制づくり 戦略検討

★

H29.4 医療機器製造販売認証申請

戦略の検討 チャネル確保 アフターサービス体制構築

市場調査

追加特許申請

★

H29.12 CEマーキング

★

H29.12 501K申請

試作品開発（一次）

試作品開発（二次）

PMDA：対面助言準備面談

薬事体制づくり

知財体制づくり

量産試作

PMDA

開発前相談

(12月21日実施)

安全性・耐久性検討

★腰椎椎間板ヘルニア再発例

腰痛複数手術例

H30.10上市（国内）

★腰椎変性すべり症

腰部脊柱管狭窄症

H29.10 上市（国内）

★H30.2 上市（海外：米国・欧州）

試作品開発（二次）

戦略検討

戦略の検討

生物学的安全性試験

固定具/制動具試作
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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） 0.59 0.53 0.8 1.5 1.8 4.0 4.0 5.6 8.0 10.0 

 うち委託費 0.59 0.53 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － 1.5 1.8 4.0 4.0 5.6 8.0 10.0 

売上高（単位：億円） － － － 0.55 2.2 4.95 5.5 7.7 11.0 13.75 

販売数量（セット） － － － 100 400 900 1,000 1,400 2,000 2,500 

 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） － － － 0.15 1.35 6.67 8.00 6.89 12.00 14.00 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 - - - 0.15 1.35 6.67 8.00 6.89 12.00 14.00 

売上高（単位：億円） － － － 0.06 1.65 8.25 1100 13.60 16.50 19.25 

販売数量（セット） － － － 10 300 1,500 2,000 2,472 3,000 3,500 

 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） 0.59 0.53 0.8 1.65 3.15 10.67 12.0 15.49 20.00 24.00 

 うち委託費 0.59 0.53 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担    1.65 3.15 10.67 12.00 15.49 20.00 24.00 

売上高（単位：億円） － － － 0.61 3.85 13.20 16.50 21.30 27.50 33.00 

販売数量（セット） － － － 110 700 2,400 3,000 3,872 5,000 6,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 2) 投資計画 

・H26～H28：脊椎インプラント試作機の開発費と動物実験・機械的試験費用及び臨床研究・治験・薬事  

申請の準備費用。 

・H29～H35：上市に向けた臨床治験・薬事申請費用及び製品販売費と生産規模拡大のための製造関連費

用。 

 3) 回収計画 

本品はカスタムメイドの新医療機器であるが、新医療機器区分の償還価格は現存する治療材料よりも

高い価格が設定されると予想される。本品により手術費用、入院費用の大幅削減が考えられること、通

常のカスタムメイド製品が通常品の 2 倍程度の価格が設定されていることなどは高価格が設定される理

由であるが、その反面、対象症例が脊椎変性疾患と多いことが危惧される。このため、想定価格は現存

する競合品価格の 10％アップの 55 万として計画した。初年度の使用キーセンター(ひと月の使用症例数

を 4〜5)を 10 箇所選定する。患者データの授受等の作業が発生することから、特定の使用センターを増

やすことによって販売数を増やす。 
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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”   

本研究課題である「脊椎制動インプラント」はクラスⅢに相当するオーダーメイド医療機器である。

患者ごとに異なる脊椎データを処理し、製品として顧客に届けるためには、①データ受け取り、②設計、

③作成（プリント）、④検品・滅菌包装、の 4 段階を効率よく行わなければならない。このため設計部門、

作成部門、検品部門をシームレスに連結し、また、各部門の規模を市場調査で得られた出荷予想個数に

みあったものにするなど、常に市場の動向を注視しながらビジネス全体を計画する。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

● 薬事戦略相談個別Ｂ面談（2012 年 11 月 29 日@PMDA） 

本インプラントについての概略を説明し、下記指導を受けた。 

（１）医療機器製造販売業許可を受けた企業との連携が好ましい（２）本技術の目的とする機能が発

揮できるのかどうか、まずモデルを用いた実験や、動物実験を行うのがよいと思われる（３）本技術

の医療機器はクラスⅢ（不具合が生じた場合、人体への影響が大きいもの）に該当するだろう（４）

薬事認可を受けるためには、臨床試験が必要だろう（５）完全オーダーメイドだと薬事認可を受ける

ことは難しい。 

上市後のビジネス体制

企業

エーピーアイ（株）
• 製品の設計

• 顧客のデータ管理

中

新

医療機関

秋田県立脳血管
研究センター

• 製品改良の助言

製販企業

(株)アムテック
• 製品販売

• アフターサービス

製造企業
医療機器製造業[１４ＢＺ２００１９１]

（株）コイワイ
• 製品の作成

SL

PL

中

新

販売

顧客
（国内）

ものづくり企業
●人工関節部の大量
生産が困難なときに人
工関節メーカーと提携

ものづくり企業
●大量生産時に表
面加工専門メーカー

と生産を分担

ものづくり企業
●大量生産時に他
の３Dプリンター保有

企業と提携

外注

外注

外注

代
理
店

卸
企
業

医療機器製造業（包装、表示 保管）[１３ＢＹ００１２２３]

第一種医療機器製造販売業 [１３Ｂ１Ｘ００１７０]
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PMDA の指導に沿い、その後の開発を計画・実施してきた。（１）医療機器製造販売業許可を受けた

アムテックと連携（２）アムテックと共同でモデルを用いた実験、岐阜大学と提携して動物実験を行

っている（３）クラス III で申請予定（４）臨床試験は平成 28 年度に予定（５）今後の厚労省「三次

元積層技術を活用したインプラントの評価指標」や経産省開発ガイドラインを注視して開発を行う。 

 

● 対面助言準備面談相談（2015 年 1 月 14 日@PMDA） 

開発前相談の準備面談を行った。開発前相談の 2 週間前までに提出する資料の説明を受けた。 

試験プロトコール及び類似品をあげて、それにどのような機能が加わったかなどの資料提出を求めら

れた。 

 

● 対面助言面談相談（2015 年 12 月 21 日@PMDA） 

脊椎インプラントの固定具、制動具について薬事申請時の製品形態と取得すべきデータに付いてアド

バイスを受けた。 

固定具は改良・治験無しもしくは改良・治験有り、制動具は新医療機器となる可能性が高いとのアド

バイスであった。 

 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） 

本研究のインプラント「脊椎制動具」は 2011 年国内、2012 年国際特許を出願した（国内 2011-136665、

国際 PCT/JP2012/065765、公告番号 WO2012176812 A1）。その後の調査でも先行・競合する特許は公

開されていない。平成 26 年 2 月 12 日に発明の名称「脊椎制動具」で（特願 2016-024714）追加特許を

出願した。今後も開発と並行してクレーム内容の検討行い必要があれば更なる追加特許を申請する。 

 

● 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 

本インプラント開発中に得られた新しい知見については追加特許か意匠権などで権利を確保する。 

 

● 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許出願国（日本、アメリカ合衆国、ドイツ、スイス）であれば、担当弁理士を通じて侵害の事実関

係調査（侵害行為・侵害品の特定と、特許発明の技術範囲への属否判定）と、自己の特許権の瑕疵の

調査を行う。 

 3) 開発戦略検討状況 

● 開発リスクの明確化と対応 

本インプラントは脊椎カバーと可動部分からなり、それぞれの機能について十分に検討する。薬事

申請のための力学試験の内容、インプラント設計効率化も課題である。 

 

● 薬事申請に必要なエビデンス収集 

本インプラントは（１）3D チタンプリンターを使用した本邦で初の埋め込み型医療機器であること、

（２）オーダーメイドであることの 2 点の新規性を有し、エビデンスの収集には従来医療機器とは異 

なる戦略が必要である。 

 4) 販売戦略等 

● 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 
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既にクラス IIIの脊椎固定材料の製造販売業を 20年近く行う(株)アムテックの確立した販売チャネ

ルを通じて本製品の販売を行う。 

 

● アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

開発者の菅原卓を中心にしたスタディーグループにより、臨床的なアフターサービス、使用ドクタ

ーへの継続的な教育を行う。また、徹底した市販後調査により臨床データの収集およびフォローアッ

プを行う。 

 

● QMS 等の品質保証体制 

既にクラス III の脊椎固定材料の製造販売業を 20 年近く行う(株)アムテックの確立した QMS 体制

に基づき品質保証管理を行う。しかしながら、医療機関との個人データの授受、管理などカスタムメ

イドインプラント事業として慎重に取り扱わなければならない部分が追加されることから、社内教育、

関係事業者への教育が必要であると考える。 

 

● 広報・普及計画 

日本脊髄外科および日本脊椎脊髄病学会を中心とした学会活動により、日本発の画期的な脊椎イン

プラントへのバックアップ体制を確立する。開発者の菅原卓を中心にマルチセンタースタディーを実

施し、学会発表と専門雑誌の掲載を通じて科学的な有効性を日本国内および海外へ訴える。 

 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薬事承認に向けた研究の方向性の検討 

本インプラントは 3D チタンプリンターを使用

した本邦初の埋め込み型医療機器であることオ

ーダーメイドであることから、研究の方向性につ

いては十分な検討が必要である。 

 

②治験の準備本インプラントは新規医療機器 

のため、治験の必要があると考えられる。 

①PMDA と頻回に打ち合わせを行い、近々発表さ

れる厚労省「三次元積層技術を活用したインプ

ラントの評価指標」や経産省開発ガイドライン

に沿って研究を進める。 

 

 

②PMDA の指導のもと、薬事申請前に治験症例数

の調整、実施施設の選定を開始する。 

知財 

①基本特許のクレーム内容の検討 

開発中に基本特許のクレーム内容について検

討する。 

 

②追加特許の必要性の検討 

本インプラント関発中に得られた知見について

追加特許の必要性を検討する。 

①特許内容の再確認 

基本特許のクレーム内容を再確認し、薬事戦略

と合わせて内容を検討する。 

 

②臨床研究終了後に追加の必要性評価開発、臨床

試験中に得られた知見について、薬事面も考慮

して追加特許の必要性を検討する。 

技 術 ・

評価 

①薬事申請のための力学試験 

力学試験は三次元造形機で作成した金属の特

性を基礎データとして、オーダーメイドで設計し

た場合の個人の脊椎形状によるバラツキも考慮

しなければならない。 

②インプラント設計の効率化 

 

 

①PMDA と頻回に打ち合わせを行い、近々発表さ

れる厚労省「三次元積層技術を活用したインプ

ラントの評価指標」や経産省開発ガイドライン

に沿って研究を進める。 

②大量のオーダーメイドインプラントの設計に

は技術者の養成、設計業務の集約化が必要であ

り、医療用インプラント設計センターの設立を

検討している。また、設計時間を短縮するため

のソフトウェアも開発する計画である。 

その他 ①薬事承認取得 ①PMDA への説得力のある資料及び試験データな
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

事業化

全般 

世界でも画期的な考案によるインプラントで

あることから、高い薬事承認取得のハードルを短

時間にクリアしなければならない。 

 

②多数のプロジェクト関係者の連携 

遠距離の多数の事業関係者が存在することか

ら、役割分担及びスムーズな連携が必要である。 

どの準備により、戦略的な交渉を目指す。 

また、最新の分析ソフト等の使用により、世界

レベルでの短時間の製品化を行う。 

 

②頻繁な問題点抽出を行い、各自のモチベーショ

ンを上げるようなコミュニケーションを目指

す。 
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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 

脊椎制動インプラントの構成要素である人工関節部分の作成・改良（試作機開発・二次）、安全性耐久性検討と量産試作を行う。二次試作と並行し

て、薬事相談、知的財産戦略の検討を行う。 

 

(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 

脊椎制動インプラント 3D チタンプリンターで作成したオーダーメイドチタン製脊椎制動インプラント 

 

(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試作機開発（二次：人工関節部分の

試作、改良） 

①-1 患者用試作機 

①-2 動物実験用試作機 

患者用・動物用試作機の作成・評価

を平成 27 年度内にそれぞれ 4 回以上

行う。人工関節部分はバネ型を作成す

る。 

具体的には、患者用試作機の制動イ

ンプラント全体の力学的強度が 500

万回のねじり試験で破壊なし、可動域

が全方向に 5 度以上となるように関

節の構造を調整する。但し、脊椎に関

しての荷重及び可動に関しての詳細

なデータは非常に少ないことから、産

総研及び PMDA と相談の上、現実的

な実験プロトコールを作成する。動物

実験用試作機は動物移植後 3 か月時

点での体内で全方向に 5 度以上可動

するように、関節の構造を調整する。 

▶ 

＜全体の状況＞ 

平成 27年度に患者用試作機、動物用試作機を

作成した。患者用試作機は脊椎モデルに装着し

て力学試験を行い、結果は良好であった。しか

し、3D チタンプリンターの造形不良（金属特性

の変化、誤差）があり、原因を調査した。また、

バネ部分と脊椎カバー部分の嵌合部の構造はね

じ込み操作を必要とするため、術中操作が困難

となる可能性があるため、設計変更を行った。

これらの問題点の調査と対策のため、①-1の6）、

①-2 の 6）以降が達成度 100％に到達していな

い。 

 

＜各作業段階と達成状況＞ 

作業段階            達成度 

①-1患者用試作機 

 1）患者 CT画像から骨情報抽出 

   4例中 4例骨情報抽出      100％ 

 2）インプラント設計 

   4例中 4例設計完了       100％ 

 3）ソフト開発 

    椎骨カバーの半自動設計可能   100％ 

 4）力学シミュレーション 

   4例中 4例終了         100％ 

▶ 

＜問題点の原因と対策＞ 

1．3D チタンプリンターによる造形不良（金属特性、誤差）

に関して 

原因：調査の結果、①造形エリアの真空度低下、②チタン

粉末のリサイクル使用回数の増加により、64 チタンが過

度に酸化されたこと、金属特性の変化と誤差が生じたもの

と考えられた。 

対策：①造形エリアの十分な真空度の基準（2×10-3 

mbar/30min）を設け、毎回徹底した管理を行う。②チタン

粉末のリサイクル回数は 50 回を上限とし、さらに粉末流

動性の評価を毎回行う。③形状の再現性は 3D スキャナー

で全品検査を行い、公差 0.2mm以内を確認する。 

対策の有効性：上記対策を行った後、1例分のインプラン

トを作成したが、造形物は公差 0.2mmが達成されており、

金属特性にも問題がみられなかった。 

 

2．バネとカバーの嵌合に関する機械的問題点（力学的強

度、手術操作困難）に関して 

原因：バネとカバーの嵌合部は当初はねじ込み式を採用し

ていたため、プラスチック造形物とチタン造形物の両方で

嵌合困難がみられた。 

対策：嵌合部の形状を改良して対応し、カバー間の狭い間

隙で嵌合操作を行うことを回避できる。 

対策の効果：動物用試作機 1 例に関して、力学シミュレー
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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 

 5）プラスチック造形・形状評価 

   4例中 4例終了         100％ 

 6）チタン造形 

   4例中 2例終了         50％ 

 7）強度・可動性試験 

   4例中 2例終了         50％ 

 

 全体の達成度            86％ 

 

①-2動物用試作機 

 1）動物 CT撮影 

   4例中 4例終了         100％ 

 2）骨情報抽出 

   4例中 4例終了         100％ 

 3）インプラント設計 

   4例中 4例終了         100％ 

 4）力学シミュレーション 

   4例中 4例終了         100％ 

 5）プラスチック造形・形状評価 

   4例中 4例終了         100％ 

 6）チタン造形 

   4例中 2例終了         50％ 

 7）動物移植 

   4例中 2例終了         50％ 

 

 全体の達成度            86％ 

 

 

＜問題点＞ 

1.3D チタンプリンターによる造形不良（金属特

性、誤差） 

2.バネとカバーの嵌合に関する機械的問題点

（手術操作困難） 

 

 

 

ションを行い、それぞれチタン造形を終了したが、力学的

強度は十分に得られ、また手術操作は容易であった。 

 

＜試作機開発の結論＞ 

上記のように造形不良、機械的問題点はほぼ解決され、

8 月下旬に左記①-1の 6）患者用試作機のチタン造形、①

-2の 6）動物用試作機のチタン造形を再開した。9 月下旬

までの患者・動物用試作機の検討の結果、手術操作が簡単

でより多くの脊椎形状に応用可能となり、10 月から安全

性・耐久性試験②-1，2を行っている。 
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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 

②安全性・耐久性試験 

②-1 患者用インプラント 

②-2 動物用インプラント 

患者用では脊椎モデルにインプラ

ント全体を装着、動物用では動物にイ

ンプラント全体を移植して、それぞれ

安全性・耐久性を行う。 

▶ 

・平成 27 年 10 月から試作機開発（二次）と並

行して、安全性・耐久性試験を行った。 

・動物用インプラント移植手術では、骨への密

着度が高く、手術操作が容易であることを確

認した。手術後にはインプラントの破損、脱

転は認められなかった。 

・平成 27 年 12 月より患者用インプラントの

生物学的安全性試験を開始した。  

▶ 

・10月から安全性・耐久性試験を行っている。 

・平成 28 年 1 月より動物実験による手術手技及び手術器

具等の検討を行う。 

・生物学的安全性試験の基本となる溶出物試験を行っ

た。ガイドラインによる生物学的安全性試験（10 か

月程度）を継続して行う。 

・継続して機械的安全性試験を行う。  

③量産試作 

一次・二次試作、安全性・耐久性試

験の結果をもとに患者用インプラン

ト全体の構造を見直し、性能・デザイ

ンについて検討を行う。 

▶ 

・平成 27年 6月から量産試作の予定であったが、

製品最終形が未定のため延期した。 

  ▶ 

・最終仕様の決定と量産試作の準備・開始を行う。 

④薬事申請の準備 

平成27年度内にPMDAの対面助言

を受け、また厚労省「三次元積層技術

を活用したインプラントの評価指標」

や経産省開発ガイドラインに沿って

研究を進める。また PMDA の指導の

もと、薬事申請前に治験症例数の調

整、実施施設の選定を行う。 

▶ 

・平成 27年 1月 14 日に PMDA の対面助言準備面

談を受けた。4 月に事前相談、8月に対面助言

を受ける予定であったが、製品最終形が未定

のため延期した。 

・平成 27年 11月 25日対面助言準備面談第二回

目を受け、開発前相談のための資料を作成し

た。 

・平成 27 年 12 月 21 日に PMDA の開発前相談を

受けた。 

▶ 

・新医療機器区分となる制動具の開発及び薬事申請のため

のステップとして、改良区分となる固定具の薬事申請を

検討している。固定具の開発のための作業はすべて制動

具の開発のベースとなる。 

 

・PMDA の開発前相談をもとに製品最終形による薬事申請

のための設計検証及び機械的安全性試験内容の確定を

行う。 

⑤知財戦略の検討 

平成 27 年度内に基本特許のクレー

ム内容を再確認し、薬事戦略と合わせ

て内容を検討する。また、研究中に得

られた知見について薬事面も考慮し

て追加特許の必要性を検討する。 

▶ 

追加特許について検討を行い２月に追加特許

１件の申請を行った。 

▶ 

製品最終形を決定し、更なる追加特許について検討を行

う。 

⑥販売戦略の検討 

平成 28 年度の治験、29 年度の上市

を目指し、平成 27 年度に販売チャネ

ル確保について検討を行う。 

▶ 

販売チャネルの検討を行っている。 

▶ 

販売チャネル確保を継続検討する。 

⑦事業の管理・運営 

研究を円滑に推進するため、一連の

研究全体について研究開発推進委員

会の運営等により各研究開発項目の

▶ 

4 月 21日に第 1 回研究推進委員会を行った。 

9 月 10日に第 2 回研究推進委員会を行った。 

11月24日に第3回研究推進委員会を行った。

1月12日に第4回研究推進委員会を行った。 

▶ 

平成 28年度中に研究推進委員会を 3回行う。 

最終仕様の決定、設計検証のために主要機関による毎月

1 度の検討会を実施する。 
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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 

総括的な課題抽出・検討・研究成果の

評価を行う等研究開発を統括する。 

 

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 

変更無し   

機器スペック・

ビジネスモデル 

脊椎制動具 脊椎制動具と並行して脊椎固定具を開発

する。 

本インプラントは制動具として開発を開

始したが、主要部分である脊椎カバーの安全

性と固定性が証明できた時点で固定具とし

ての薬事承認申請を行う。固定具の申請に必

要な安全性試験は、制動具申請のために必要

となる安全性試験の一部である。固定具とし

て脊椎カバー部分の薬事承認を得ることで、

最終製品である制動具の承認申請のハード

ルを下げる効果も期待できる。また、固定具

は現在主流である脊椎固定による治療マー

ケットを対象としており、後に続く制動具が

市場に受け入れられ易くなると予想される。 

事業化体制 変更無し   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

変更無し   

 

(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 製販（アムテック）での、薬事申請に向けての課題を整理するこ

と。 

 製造面で予想外の問題があり薬事申請に必要となる試験等の実施

が遅れたが、PMDA での開発前相談により、ステップバイステップの

薬事申請方法も考慮することを検討中である。研究段階での製品と

しての可能性はほぼ確認されており、開発前相談で今後必要となる

試験データ等の確認も出来た。今後は予定されているものを実施し

て行き申請準備を始める。 
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領域 指摘事項 対応 

クラスⅢとしての薬事申請スケジュールを再確認すること クラスⅢの中で申請のハードルの低い「改良・臨床なし」あるい

は「改良・臨床あり」の固定具での申請を進めることを検討中であ

る。制動具に関しては「改良・臨床あり」あるいは「新医療機器」

として、固定具と並行して申請準備を進める。 

知財 脊椎カバーとロッドを固定するハードロックナット特許の存続期

間を確認すること。 

1 月 15日にハードロック工業と打ち合わせを行った。 

技術・評価 脊椎に装着したカバーの骨再生について。 触診、CT、走査電顕で骨再生評価を行った。装着したすべての脊

椎カバーにおいてメッシュ孔への骨再生が起こっていることが確認

された。 

バネ部分の構造について。 脊椎カバーは強度に優れた 64 チタン（ヤング率 109GPa）を使用し

て 3D プリンターで作成するが、スパイラルロッドは弾性のあるニッ

ケルチタン（ヤング率 60GPa）を用いて切削加工で作成する。 

有限要素法を用いた力学シミュレーションを行い、φ4mm、2 巻形

状のものが 500Nで圧縮、引張、前屈したときにロッドへの応力が約

200MPaに抑えられた。ニッケルチタンの特性（降伏応力 600MPa、疲

労強度 400MPa）から、工業的には金属疲労を起こさない値である。 

3D プリンターの精度面の観点から、粉末材料の再利用について。 チタン粉末のリサイクル回数は 50回を上限とし、インプラントは

表面のレーザースキャンを行い、公差 0.2mm の精度が得られている

ことを確認する。また、粉末流動性の評価を毎回行う。 

そ の 他 事 業

化全般 

事業化に向けて課題をどう克服するか、継続審査で明示する必要

がある。対象を絞る方がよければ、できるところに収束することで

も構わない。 

本インプラントは制動具として開発を開始したが、主要部分であ

る脊椎カバーの安全性と固定性が証明できた時点で固定具としての

薬事承認申請を行う。固定具の申請に必要な安全性試験は、制動具

申請のために必要となる安全性試験の一部である。固定具として脊

椎カバー部分の薬事承認を得ることで、最終製品である制動具の承

認申請のハードルを下げる効果も期待できる。また、固定具は現在

主流である脊椎固定による治療マーケットを対象としており、後に

続く制動具が市場に受け入れられ易くなると予想される。 

製販（アムテック）で、薬事申請に向けての課題を整理すること。 PMDAでの相談により課題は明確になった。 

医師中心ではなく、製販中心の体制に早期に移行すること。 27 年度末の研究推進委員会にて、関係機関へ研究主導となってい

る印象のある現状の問題点を指摘し、今後の事業の進め方や関わり

方などを示し同意を得た。 

体制移行を円滑にどう進めるか、最終年度はどこに焦点を絞って

開発を行うか、薬事戦略をどうするかについて、明示すること。 

開発研究の中心となっている菅原医師と製販業者のアムテックで

は当初より頻繁に連絡を取り双方で最終製品の開発を行ってきたこ

とから、体制移行についての障害は特にないと考える。27 年末から

28 年度初めにはいくつかの試験を開始出来た。28 年度には引き続き

薬事申請のための試験を続け、薬事申請に持ち込む。28 年度は関係
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領域 指摘事項 対応 

機関すべてが薬事申請及び薬事承認取得につながる作業を行う。 

整形外科の医師から受けているアドバイス内容について、書面に

て整理すること。 

本コンソーシアムのアドバイザーである新潟脊椎外科センター長

の長谷川和宏先生は厚生労働省次世代医療機器評価指標作成事業の

脊椎インプラント分野審査 WGで腰椎後方制動システムを担当してい

る。前回伴走コンサルでの指摘を受け、平成 27 年 10 月 8 日に本イ

ンプラントについての意見を伺った。「脊椎カバーはスパイナルアン

カーとしては全方向に固定力が強い理想的な形状と考えられる。一

方、脊椎制動具として長期間機能するためには、スパイラルロッド

に金属疲労が起こらないことを確認する必要がある。また、本研究

の主旨が異なるが、脊椎カバーと非可動ロッドを組み合わせ、従来

の固定術よりも合併症の少ない、機械的強度の強い脊椎固定を行う

こともできる。」という見解であった。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

無し  
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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 

薬事承認申請（治験申請を含む）のための最終製品の仕様決定及び細部の変更を行い、申請に必要となる品質の安全性、機械的安全性、生物学的

安全性を証明するための作業を進めることに集中する。（本インプラントは制動具として開発を開始したが、主要部分である脊椎カバーの安全性と固

定性が証明できた時点で固定具としての薬事承認申請を行う。固定具の申請に必要な安全性試験は、制動具申請のために必要となる安全性試験の一

部である。固定具として脊椎カバー部分の薬事承認を得ることで、最終製品である制動具の承認申請のハードルを下げる効果も期待できる。また、

固定具は、現在の主流である脊椎固定による治療マーケットを対象としており、後に続く制動具が市場に受け入れられ易くなり、売上の立ち上がり

が早くなると予想される。 

 

(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 要素技術開発 秋田県立脳血管研究センター 

（株）コイワイ 

・最終製品仕様の決定 

・CT データからの骨情報抽出方法の決定（薬事申請のための安全性を証明できる

ものとしての作業） 

・3D チタンプリンター造形品質の安定化（平成 26 年度次世代医療機器評価指標

に基づく製造方法の確定） 

② 最終製品開発・改良 秋田県立脳血管研究センター 

（株）アムテック 

エーピーアイ（株） 

岐阜大学 

秋田県産業技術センター 

・最終製品（固定具） 

(1)仕様の決定及び細部の変更 

(2)機械的安全性試験 

(3)生物学的安全性試験（平成 27 年度から継続） 

・最終製品（制動具） 

(1)仕様の決定及び細部の変更 

(2)設計検証（薬事申請のための治療コンセプト及び製品コンセプトの確立） 

(3)機械的安全性試験（固定具での試験に試験を追加して検証：可動部分の摩耗  

試験、動的試験等） 

(4)生物学的安全性試験（固定具での試験に追加して検証：摩耗粉の分析等） 

・動物実験による手術手技の確立及び薬事申請のための安全性と有効性の検証 

③ 量産試作 （株）アムテック 

（株）コイワイ 

・量産試作準備（製造管理・プロセス管理） 

④ 臨床研究 秋田県立脳血管研究センター ・臨床試験は平成 28 年度に行う。 

⑤ 薬事申請 （株）アムテック ・平成 29 年 1 月薬事申請（固定具）改良・臨床なし or 改良・臨床あり（改良・

臨床ありの場合には治験申請を含む） 

・平成 29 年 4 月薬事申請（制動具）薬事申請及び治験申請の準備（新医療機器） 

⑥ 知財対応 秋田県立脳血管研究センター ・意匠登録等、追加知財を検討する。 

⑦ 販売戦略 （株）アムテック ・開発関連論文の作成、主要脊椎学会での発表による市場への働きかけ 
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⑧ 事業の管理・運営 （株）インテリジェント・コスモス研

究機構 

・平成 28 年度中に推進委員会を 3 回行う。 

・最終仕様の決定、設計検証のために主要機関による毎月 1 度の検討会を実施す

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  固定具：改良・臨床なし or改良・臨床あり（改良・臨床ありの場合には治験申請を含む）にての薬事申請 

 制動具：薬事申請及び治験申請の準備（申請区分は新医療機器） 

知財  意匠登録等、追加知財の検討 

技術・評価  要素技術 最終製品仕様の決定、CT データからの骨情報抽出方法の決定、3D チタンプリンター造形品質の安定化 

 固定具：仕様の決定及び細部の変更、機械的安全性試験、生物学的安全性試験 

 制動具：仕様の決定及び細部の変更、設計検証、機械的安全性試験、生物学的安全性試験 

 動物実験による手術手技の確立及び薬事申請のための安全性と有効性の検証 

そ の 他 事 業

化全般 

 コンソーシアム内の連携強化 
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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 

事業開始当初に要素技術開発のために研究機関が中心となっていたことから、PL の製販企業が開発及

び開発から事業化に移行する部分において消極的になってしまったことが反省される。事業開始から薬

事申請を含めた事業化を見据え、積極的に関わるべきだったと考える。 

 

(2) 事業の進め方 

本件に関わる実施機関が多く、またそれら実施機関の多くが医療機器の薬事申請等、事業化に必要な

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。 △一部
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。 ○十分
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。 ○十分
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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）。 △一部
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。 △一部

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。 △一部

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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○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。 ○十分
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。 ×不十分
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
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。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ×不十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 ○十分
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

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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事項の情報を得る機会が少ないことから、事業開始当初により多くの情報交換をして事業化への目的意

識を共有するべきであった。しかしながら、各実施機関での研究作業は計画通りに進められたと判断さ

れ、これらの研究結果は薬事申請における安全性や有効性を証明するために有用となると確信している。

今後は、この結果を踏まえて、事業化に向けて薬事申請準備と製造体制整備を行っていくことで、27 年

度の遅れを取り戻し 28 年度のゴールが目指せるものと考える。 

 

(3) その他 

金属粉末を使用した 3D プリンターによるインプラントの製造は海外では既に製品化されているが、実

際の製造においては、造作上のノウハウが必要であり、厚労省による評価指標に基づく安全性の証明を

クリアすることには予定よりも時間を要した。しかしながら、現在は製造方法もほぼ確立し、また薬事

申請に必要な試験等が開始された。PMDA の開発前相談においても、今後必要となる検証事項などが確

認され、今後の進め方が明確になった。 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 

〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成６丁目６－３ 

電話: 022-279-8811 / FAX: 022-279-8880 / E-mail: s-saito@icr-eq.co.jp 

 


