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事業概要

欠損した骨・関節を撮影した三次元画像データを基に、レーザービームでチタン粉末を溶融し三次元構造を作

り出す選択式レーザー溶融（SLM)法を用いて、欠損部位に適合するチタン製デバイスを造形。そのデバイスに

表面処理を施して人体への親和性を高めることにより、力学的・形状的適合性に優れたテーラーメード型の骨

関節疾患治療デバイスを開発し、臨床応用を行い、日本発のデバイスとして国内外に発信する。

平成２４年度成果報告シンポジウム資料
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佐川印刷はデジタルテクノロジーを駆使する総合印刷企業。その技術の粋が人工骨開発にも生きています

プランニング、デザインから印刷・製本までの
一貫生産が可能。独自に開発したソフトウェ
アによる科学的な色調管理。紙媒体だけで
なくウェブやモバイルにも対応しています。

２次元から３次元へ

印刷やデジタル媒体の画像処理で培ってきた技術を、人工骨の３次元設計に
活かしています。

グラビア印刷、オフセット印刷など多様な印刷設備を備
えており、印刷物の種類や部数等に応じて、適切な印
刷手法で対応します。

印刷用データをデジタル媒
体にも展開し、顧客にワン
ソースマルチメディアの
サービスを提供しています。

クリエイティブなヒューマンパワーと
デジタル技術を融合して最高のデ
ザインを提供します。

インターネット経由で受信した人工骨デザイン
データをチタン粉末を使って実体化するために、
サポート（支え）を設計します。

チタン粉末のレーザー溶融にはレーザー
ビームを使用しますが、グラビア印刷の
工程でもレーザーを使用しており、 その
ノウハウが活用されています。



選択的レーザー溶融（SLM）法
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１．解決する問題・課題

医療現場のニーズ・課題 平成２４年度研究の目的・達成目標

全体研究事業終了時の達成目標（平成２５年度終了時点の目標）

【全体計画】

1.造形技術向上、設計技術の確立

2.表面処理技術の向上、関節摺動面用コーティングの開発

3.臨床試験（整形外科、口腔外科用デバイス)

4.新規医療機器としての認可、事業化

【平成２４年度計画】

１．デバイス製造

デバイスデザイン、デバイス造形、生体活性化

２．製品化

前臨床試験評価、力学試験評価、.医療機器承認

３．臨床試験

歯科口腔外科臨床試験、整形外科臨床試験、

動物医療臨床試験

【医療現場の課題】

•骨関節治療用に広く応用されるテー
ラーメード型デバイスがない

•骨関節治療デバイス分野における
海外メーカーの高シェア

•広範骨欠損の三次元的修復が困難

顎骨再建デバイス 脊椎骨盤骨再建ガイド

【研究背景と実績】

短納期テーラーメードデバイスの開発
新規医療機器の産業化
中小企業による国内市場の活性化



●チタン粉末をレーザーで選択的に溶融し積層する技術（ＳＬＭ）により、ほぼ任
意の外形状、内部構造のチタン製デバイス製造が可能になる。さらに、骨との親
和性を高める生体活性処理を組み合わせることで、形状及び力学的特性、生体
親和性などを使用部位や目的に応じて制御したテーラーメード型骨関節再建治
療用デバイスの開発が可能となる。すでに、口腔外科におけるGBR法、顎骨再
建手術、整形外科における脊椎再建手術などで臨床試験が行われ優れた治療
効果を発揮している。

骨関節疾患治療における、形状及び生理的適合性不良による様々な問題点

H23‐033

●口腔外科や整形外科分野では、様々な部位や形状の骨欠損に対しての、人
工骨やインプラントを用いた機能再建治療が行われている。従来品は形状や力
学的特性、生理的適合性が不十分であることが多く、正常な身体の他部位に侵
襲を加えて自家骨を採取したり、不必要な骨切除を行うなどの対応が必要だっ
ただけでなく、形態的、機能的にも不満足な結果になることも多かった。

SLM技術による骨関節疾患治療デバイスの生体適合性向上！

佐川印刷の画像処理技術を生かした事業展開

Class II /III 

SLM製メッシュプレート
（GBR）

レーザー光線による
チタン粉末の溶融に
より立体造形

手術時の歯科医
の負担が軽減

脊椎ケージ（整形外科）

顎骨用人工骨（口腔外科）●長年培ってきた画像処理技術を三次元に展開。レーザー溶融方式による積層造形装置を
導入し、京都大学整形外科、中部大学生命健康科学部、愛媛大学口腔外科との連携により技
術開発を進めている。
●佐川印刷の主たる事業は商業印刷、グラビア印刷、フォーム 印刷、活版印刷などの印刷業。
(京都府向日市、資本金１億円、従業員数1735名)
●製品の製造販売は整形外科デバイスメーカーである京セラメディカル(株)、歯科用品の専門
企業である和田精密歯研㈱が担当する予定。

骨関節疾患治療におけるSLM技術を用いたテーラーメード型デバイスの開発
佐川印刷（株）、京セラメディカル（株）、和田精密歯研（株）

京都医療センター、京都大学、中部大学、愛媛大学
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項目 概要

医療機器クラス分類 クラスⅡ

一般的名称 歯科鋳造用チタン合金（歯科骨造成用SLMメッシュプレート（仮））

対象疾患／患者数 骨増生手術患者 /12,000人（国内）

対象顧客 歯科、歯科口腔外科を標榜する病院および診療所

（和田精密歯研へ部材供給）

市場規模 国内：10,000施設（６億円／年）

上市時期 平成26年4月（GBR）

想定売上規模 国内：200施設（１億円／年）

項目 概要

医療機器クラス分類 クラスⅢ

一般的名称 体内固定システム（顎骨再建SLMデバイス（仮））

対象疾患／患者数 顎骨再建手術患者 /4,000人（国内）

対象顧客 歯科、歯科口腔外科を標榜する病院および診療所

（和田精密歯研へ部材供給）

市場規模 国内：94施設（4億円／年）

上市時期 平成28年4月（人工骨）

想定売上規模 国内：20施設（1億円／年）

GBR：歯科骨造成用SLMメッシュプレート

顎骨再建SLMデバイス

顎骨再建SLMデバイス

２．１ 市場性に関する精査結果（歯科口腔外科）

SLMメッシュプレート



２．２ 市場性に関する精査結果（整形外科）
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メタル系

セラミック系

※2012年版メディカルバイオニクス（人工臓器）市場の注記予測と参入企業の徹底分析
株式会社矢野経済研究所，（2012）

椎体間・椎間スペーサー、人工椎体市場推移※

項目 概要

医療機器クラス分類 クラスⅢ

一般的名称 脊椎ケージ（SLM脊椎デバイス）

対象疾患／患者数 椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、脊椎変形すべり症、脊椎分離すべり症、

脊椎分離症、脊椎椎間板症、変形性脊椎症などの変性疾患 ／3,000万人

対象顧客 整形外科を標榜する病院 （京セラメディカル社へ部材供給）

市場規模 国内数量：42,712個、23,658例（2012年度推定）※

国内金額：約74億円

償還価格 174,000円（2012年4月以降）

上市時期 平成28年4月

想定売上規 初年度500個（6,700万円）

SLM脊椎デバイス（汎用品）

SLM脊椎デバイス（汎用品）

右：SLM頸椎デバイス（テーラーメード）



３．医療機器分野への新規参入（部材提供）：ガイドブック
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2010 年6 月の閣議決定された「新成長戦略」
医療・介護・健康関連産業が日本の成長牽引産業として明確に位

置付けられ、医療機器分野についても、今後飛躍的な成長が望まれ
る分野のひとつとして注目度が非常に高まる。

医療機器の部材供給に関するガイドブック
（2011年3月 経済産業省商務情報政策局 医療・福祉機器産業室）
・医療機器分野への異業種からの参入促進。
・材料供給に関する前向きな動きを後押し。
・日本の優れたものづくり技術を活かす。
・異業種企業と医療機器業界とが共同して新たなものを生み出す礎。

留意点
医療機器の部材供給に関して、部材供給企業、医療機器メーカーの
双方が留意すべき事項などについて記載。
・受託生産における留意点
・共同開発 を行う際の留意点
・部材供給に関わる契約書に関しての留意事項



４．テーラーメード型デバイスの製造販売工程（製販の開拓）

１

佐川印刷（京都）

デバイス製造・販売

画像処理
造形データ設計

専
用
回
線(

事
業
所
間
）

CT画像データ
部位抽出・設計指示

デバイス製造（部材供給）病 院

歯科病院

施術

設計データ
（STL）
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造形処理

後工程（製品化処理）
表面研磨・技工処理

前工程
部位特定・デザイン設計・データ化

和田精密歯研社
（製造・販売）

京セラメディカル社
（製造・販売）

後工程（製品化処理）
熱処理
表面生体活性化処理
滅菌処理

前工程
デザイン設計・データ化

CT画像データ
部位抽出・設計指示

施術

画像処理

レーザー
溶融装置

積層造形物
(純チタン製)

認証チタン粉末材料
(バイオニックチタン）

チタン粉末の散布3次元CAD
スライスデータ

選択的レーザー溶融

プレート降下

積層造形物

人工骨

ＧＢＲ
顎骨再建デバイス

CTデータ
（DICOM）

造形データ
（SLI）

CTデータ
（DICOM）

日野工場（滋賀）
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５．ＳＬＭ法による積層造形

SLM（Selective Laser Melting）法による積層造形

１．チタン粉末の散布

２．選択的レーザー溶融

３．プラットホームの降下 ４．積層造形の完了

金属粉
（チタン粉末）

リコータ

レーザー

選択的レーザー溶融装置
（ＥＯＳＩＮＴ Ｍ２７０）

スライス
データ

積層造形物

３ＤＣＡＤ

造形プレート



６．伴走コンサルからの助言、指導（ガイドラインづくりへの展開）

積層造形技術の基準化／規格化
・積層造形は鋳造品、鍛造品とは製造工程が大きく異なる新しい技術である。

・新規のものは、まず学会等での基準作りが必要

・規格化は新しいことを行ったものがするしかない。

・歯科用、インプラント用の粉末規格を分けて進める。

・規格化にはエンジニアがサポートすべき。

・スタンダード（ガイドライン）はオールジャパンで進めるべき。

薬事承認に向けて
・材料規格として金属粉がないため、積層造形用の粉末基準を用意する。

・積層造形物がどれだけ工業的に安定しているかということが重要。
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７．成功のポイント
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H22成果報告シンポジウムより



８．コンソーシアム



終わり
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