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1. 研究開発の概要

1.1 研究開発の背景・目的及び目標

1.1.1 研究開発目的
本事業では、眼科において必須の画像診断機器となっている光干渉断層計（OCT: Optical Coherence 
tomography）を改良し、これまで目視のみで行われていた網膜病変の確認を術中タイムリーに生体組織の断
層構造情報として得る画像診断装置を開発する。具体的には、網膜病変の確認を可能とする極細径のファイバ

ー型 OCT（内視鏡型 OCT）を、硝子体手術での切開創からファイバー（プローブ）を挿入することにより網
膜断層構造を得る。これにより、従来得られなかった術中の網膜構造を把握することが可能となり、術中によ

り最適な治療方針の選択と安全性の高い手術手段を提供することが可能となる。さらに、本装置は眼科だけで

なく耳鼻咽喉科での使用も想定し、これまで内視鏡以外の有効な画像診断機器は存在していない耳鼻咽喉科に

おいて新たな画像診断機器を提供することで、眼科同様により効果と安全性の高い手術手段を提供する事が可

能になると期待する。

1.1.2 研究開発概要
光干渉断層計（OCT: Optical Coherence Tomography）は、低コヒーレンス光源とマイケルソン干渉計を組み
合わせた低コヒーレンス干渉法を基として、生体組織内部の多層構造を非侵襲・非破壊で撮像する手法である。

また、OCT 原理を用いたアプリケーションは、眼科の網膜診断において最初に実用化され、現在では眼科診
療において必要不可欠な画像診断モダリティーの一つとなっている。 近年、眼科用 OCT はその有用性から
診察室での診断に加えて術中に計測可能な OCTが望まれている。 術中の OCT計測は、これまで手術顕微鏡
や内視鏡では把握することが困難な組織の断層構造を画像として提供することが可能となり、最適な治療方針、

安全性の高い手術手段を選択することができるものと期待されている。 現在、術中観察を可能とする

OCT(iOCT : intraoperative OCT )は大別して、卓上型の OCT を小型化したハンドヘルド型、手術顕微鏡内
に OCTスキャン光学系を搭載した手術顕微型、および内視鏡のようなプローブを体内に直接挿入する内視鏡
型の 3 種類が提案されている。 中でも、内視鏡型で実現される iOCT は、術者が観察対象部位に直接プロー
ブを操作し、物体光を照射することで断層像の計測が行えるため、他の 2 つのタイプと比較してより直接的
で自由度の高い観察ができる利点を有している。 一方、ハンドヘルド型、顕微型は体外からの観察を可能と

するのに対し、内視鏡型の観察ではプローブを直接切開創より挿入する必要があるため必然的に体内挿入部は

小型化が求められる。 特に、眼科での硝子体小切開手術での利用を想定した場合には、術式にもよるがプロ

ーブの眼内挿入部の外径は 23-Gauge(0.64 mm)以下の挿入径とする必要がある。 我々は、こうした背景のも
と、術中観察可能とし、体内挿入部の外径を 23G とする内視鏡型の iOCT を開発する。

1.1.3  平成 25年度の実施内容
眼内等に挿入可能なプローブ（外径 1mm 以内）と OCT 本体を統合した術中診断用 OCT を開発する。平成
23 年度は一次試作機を開発するとともに、コンソーシアムに含まれる臨床評価機関での倫理委員会による承
認を取得し、要素技術の確立と臨床評価準備を行なった。平成 24 年度は、薬事申請及び上市することを前提
とした試作機を設計・開発し、各種安全性試験及び臨床評価の実施に着手した。平成 25年度は、平成 24年度
の試作機を用いた安全性に関わる各種試験結果を反映させた改良、及びこれら試験結果を纏め薬事申請に向け

た最終調整を実施するとともに、装置製造技術に係る特許権取得を行う。

1.1.4 実施内容の詳細とコンソーシアム内における各役割
平成 25 年度の実施内容を達成するにあたり、コンソーシアムでの各役割を以下のように設定した。機器の開
発・検証に関わる開発は主にニデック、NUシステム社にて行い臨床的な評価においては、京都大学耳鼻咽喉
科、名古屋大学眼科と連携して評価を行うこととしている。また、薬事対応は主にニデックが主体となり申請

準備を進める。
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①ファイバープローブの滅菌検証・生体適合性試験の実施

（ニデック・NUシステム）
生体接触部分の生体適合性試験とディスポーザブル品のガンマ線滅菌における薬事法及び厚生労働省通知で

義務付けられた各種試験を実施する。（部材劣化検証、製造工程で付着する菌数、菌種の特定、滅菌条件評価）。

薬事申請と関わるため、申請者であるニデックが各項目に関与し、プローブ評価先である NUシステムを中心
に一部名古屋大学工学部の協力を得て実施する。

①-1 ファイバープローブの滅菌各種試験 （ニデック・NUシステム）
①-2 生体適合性試験 （ニデック・NUシステム）
①-3 滅菌試験、生体適合性試験に関する薬事申請書類の作成（ニデック）

試験期間：６ヶ月以上 （半年の実時間評価結果を得た段階で薬事申請を実施する。その後試験を継続し、評

価結果に問題が無ければ使用期限延長申請を行う。）

②ファイバーモジュールの性能評価、安全性能試験の実施

（ニデック・NUシステム・名古屋大学工学部・名古屋大学医学部）
要求仕様に基づく性能評価と安全性検証試験を実施し、ニデックにて薬事申請書類を作成する。性能評価と安

全性検証試験は、平成 24年度に用意、試験妥当性を評価した環境にて実施する。

②-1 ファイバーモジュールの性能評価、動物実験
・ファイバーモジュール光学特性の評価・確認（NUシステム・名古屋大学工学部）
・性能評価を目的とした動物実験 （二デック・名古屋大学工学部・名古屋大学医学部）

②-2 ファイバーモジュールの構造的安全性能評価 （NUシステム、名古屋大学工学部）
・引っ張り、突き当て、強度耐久性等機械特性試験 

・ファイバーモジュールの温度変化等、環境試験

②-3 ファイバーモジュールに関する薬事申請書類の作成・提出（ニデック）

③OCT本体評価・改良 (ニデック) 
平成 24 年度開発装置の評価・改良を行う。評価項目は以下③-1～3 の各項目で、評価の結果各適合試験に不
適合な項目について対策改良を実施する。

③-1 本体性能評価試験 （機能評価）
・本体要求仕様に基づく性能評価

・ソフトウェア動作検証試験

③-2 IEC60601-1に基づく医療機器安全規格検証、電磁両立性試験 （安全性評価）
・EMC等、電気安全性試験
・本体温度・湿度変化等、環境試験、落下、振動試験

*国内薬事申請に必要な検証試験の実施
③-3 リスクマネジメント及び妥当性検証（安全性評価）
*CEマーク取得に必要な検証試験の実施
③-4 各種薬事申請書、品質マネジメントシステム文書の作成                
・製品標準書の作成

・取扱い説明書の作成

・品質記録書の作成

④臨床評価（名古屋大学医学部、京都大学医学部、ニデック）

ヒトでの治験を行わず、動物試験結果により本装置の有効性と安全性を説明するための動物試験を実施する。

動物種は、解剖学的構造知見が十分にあり、薬理的処置、遺伝子改変による疾患動物モデルを作成可能なマウ

ス・モルモットを試験対象動物種とする。
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④-1 試作機臨床評価（名古屋大学医学部・ニデック） サンプル数：15例
・網膜の剥離、円孔、浮腫を人為的に動物眼で再現し、これら病態を本装置で確認し有効性を評価する。

④-2 試作機臨床評価（京都大学医学部・ニデック） サンプル数：6例
・耳内の蝸牛構造を薬理的処置により改変・消失させ、これら病態を本装置で確認し有効性を評価する。

⑤薬事申請(ニデック) 
⑤-1 PMDA 戦略薬事相談（医療機器臨床評価相談）の実施
・各臨床評価機関で実施する動物試験実施プロトコル（④-1、2）にて本装置の有効性が説明できるか試験
実施前に相談する。また、製造、包装、滅菌に関わる各工程の妥当性についても相談する予定。

⑤-2 PMDA 戦略薬事相談（医療機器戦略相談）の実施
・薬事申請のための本相談を実施する。

⑤-3 国内薬事申請
・事前相談、本相談を踏まえ各種申請書類を用意し申請または申請時期を確定する。

⑤-4 CE圏薬事申請
・国内薬事申請と並行して CE 圏薬事申請を進める。申請書類は、国内薬事申請とほぼ同様であるが、CE
マーク取得のためリスクマネジメント及び妥当性検証結果が追加として必要となる。

⑥プロジェクトの管理・運営（ニデック）

⑥-1 委員会の開催
・プロジェクトを円滑に推進するため、一連の研究全体についてミーティング、打合せ、技術相談を行う等

研究開発を統括し、研究推進のため定期的に委員会を開催する。

⑥-2 成果報告書の作成
・各研究実施機関の研究成果を取りまとめ、成果報告書を作成する。

1.2 事業実施（研究開発）体制
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1.3 成果概要
平成 25 年度は、安全性に関わる各種試験結果を反映させた改良と検証、及びこれら試験結果を纏め薬事申
請に向けた最終調整を実施した。また、事業目標においては、眼内等に挿入可能なプローブ（外径 1mm以内）
と OCT本体を統合した術中診断用 OCTを開発することを目標としており、本項では平成 25年度の成果およ
び委託事業期間における成果概要について以下に記載する。

本事業の成果として当初目標に掲げた術中の断層像撮影機能を有する機器を開発し、上市（薬事申請）に必

要な安全性および有用性を確認するための試験を事業年度内に実施することができた。具体的には、自社基準

に基づく OCTファイバープローブの曲げ破壊強度及び引っ張り強度試験、解像度及び撮影範囲の光学性能試
験を実施し、いずれも設計要求事項を満足することを確認した。また、JIS T 7332に規定する使用環境条件、
保管条件及び輸送条件に対する耐性試験を実施し、規格を満たすとともに JIS T 0601-1及び JIS T 0601-1-1
に基づく電気・機械的安全性試験及び JIS T 7332に規定する熱的／機械的ハザードの試験を実施し、いずれ
も規格を満足することを確認した。電磁両立性試験においては IEC60601-1-2に基づく試験を認定施設にて実
施し、規格を満足することを確認した。その他、ISO10993-1に基づく生物学的安全性試験（細胞毒性試験、
感作性試験及び眼刺激性試験）を実施し、問題となる所見は認められず、JIS C 6802に基づき、レーザ製品
のクラス分け及び最大許容露光量の測定を実施した結果、本申請品目はクラス 1レーザ製品に分類され、照射
露光量は規定する最大許容露光量（MPE）以下であることを確認した。滅菌処理については ISO11137-2に基
づく滅菌バリデーションを実施し、無菌性保証水準（SAL）が 10-6の滅菌保証レベルであることを確認した。
一方、ガンマ線滅菌によるファイバープローブの材質劣化の有無を確認する目的で、2倍の線量のガンマ線を
照射後６ヶ月経過した検体を用いて性能試験を実施した結果、ガンマ線滅菌により、断層像撮影機能には影響

を及ばさないものの、OCT ファイバープローブの光学部材において劣化が生じていることを確認した。この
不具合については、既に具体的な対策方法と予備試験により光学部材の劣化を回避できる可能性を確認してお

り上市を妨げる重大な問題ではないと想定している。

臨床面における成果として、診療科ごとにその成果概要を振り返る。眼科においては、事業年度内に機器開

発および目的とする疾患の描出が出来ることを確認する他、動物眼による非臨床評価過程において、本機器を

用いることにより毛様体が観察できることを確認した。このことは、これまで本機器の対象疾患を網膜疾患の

みとしていたが例えばアトピー性の毛様体剥離等も本機器で確認できる可能性を示しており、適応範囲が広が

るものと予定している。また、ヒトでの臨床評価にも着手し、硝子体手術を必要とする３症例において本器を

使用し、目的とする計測が出来るとともに動物眼で確認した毛様体の観察ができることを確認した。これまで

ヒトの毛様体を in vivoにおいて断層画像で捉えたとする報告は見当たらず世界で初めて計測されたものと考
える。またこれらの結果は、他の眼科医療機器メーカに先行して世界で初めてとなる眼科用術中観察を可能に

するファイバー型三次元画像診断装置を開発するに至ったことを示したものと考える。耳鼻咽喉科用途の機器

は、眼科用途と基本的な動作原理、構造を共通化しており機器の安全性・耐久性は眼科用途機器と同等である。

耳鼻咽喉科での評価においては、耳内および蝸牛構造を OCTで観察できることを確認した。これまで、蝸牛
内の構造を OCT で計測した従来知見は見当たらず、世界で初めて蝸牛内構造を OCT ファイバープローブで
観察した例といえる。現時点では耳内および蝸牛構造の可視化ができることが確認されたことに留まっており、

臨床上の有用性については、さらに探索的な研究を必要とする。このため、事業終了後も継続して臨床上の有

用性を探す。さらに、事業内の臨床試験において耳内だけに留まらず鼻腔、口腔内の観察にも応用できる可能

性があると考えられたことから、委託事業期間以降においては耳内以外の領域を含む検討を行うこととしてい

る。機器開発の成果としては耳内の観察ができることを確認しているため当初目標を達成できたものと考える。

機器開発の成果以外の成果としては、薬事申請の対応、知財対応および事業化整備などが挙げられる。薬事

対応としては、薬事申請において通常求められる各種試験および書類の整備については上記光学部材の劣化に

伴う対策評価結果以外のすべての試験報告書が揃っており、残す対策評価を完了させることにより申請可能な

状態となっている。知財については、４件を出願しており、継続的な特許調査により上市を妨げる可能性があ

る知財は現時点において確認されていない。

平成 25 年度の事業を総括すると安全性に関わる各種試験全てを実施し、一試験を除くすべての試験結果に
おいて規格、基準を満たす結果を得ており薬事申請のための試験はほぼ完了しているといえる。また、眼科に

おいてはヒトの臨床評価にまで至ることが出来るとともに、世界で初めて毛様体の構造を捉えるなど学術的な

成果を得ることができた。また、耳鼻咽喉科においても世界で初めて蝸牛内構造を計測できることが確認でき

るまでに至っており機器開発の成果とともにこれら学術的な知見の取得は重要な成果といえる。また、これら

成果は今後事業化を進めるために重要となる基礎・土台を築けたことを示しており、本事業終了後においては、

早期の薬事申請と事業成果を基にして国内外におけるクリニカルユースケースの拡充を進める予定である。
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1.3.1 開発製品「ファイバー型三次元画像診断装置」
術中 OCTの計測は、これまで手術顕微鏡や内視鏡では把握することが困難な組織の断層構造を画像として術
中に提供でき、最適な治療方針、安全性の高い手術手段を選択することができるものと期待されている。本事

業では、こうした背景を基に主に眼科での小切開手術に適応可能な診断機器を開発するとともに、眼科に限ら

ず耳鼻咽頭科等他科での使用も想定したファイバー型三次元画像診断装置を開発した。

製品名 光干渉断層計 一般的名称 眼撮影装置（16419000）
クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 承認 申請区分 改良

製造販売業者 株式会社ニデック 製造業者 株式会社ニデック

販売業者 株式会社ニデック その他（部材供給）

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 欧州・米国 ）

薬事申請時期 2014 年 ３ 月 2014 年 ４ 月

上市時期 2015 年 ７ 月 2015 年 9 月

1.3.2 事業化計画
(1) 事業化に向けた現状ステータス

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況
装置開発に関わる設計項目の多くは達成しており、優先して薬事申請する眼科用途でのデバイスは設計開発フ

ェーズから検証評価フェーズに移行した。また、検証評価フェーズにおいては、臨床医による評価、設計項目

の検証および 8年間の耐久性評価、輸送保管評価など上市に必要な試験を進め、一試験を除くすべての試験結
果において規格、基準を満たす結果を得ており薬事申請のための試験はほぼ完了しているといえる。
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(b) 薬事対応状況
薬事申請において最大の懸案事項は治験の実施有無であり、PMDA とその必要性について相談を実施してき
た。これまでの相談において、「動物試験において臨床で想定する疾患が確認できれば必ずしも治験を行う必

要性はない」との見解を頂いており、動物試験のデータを纏め平成 26年 3月に戦略相談を実施して最終確定
させる。

(c) 知財確保状況
弁理士 2名を交えた調査を継続的に実施しており、調査対象も眼科、耳鼻咽喉科に限らず他の診療科も調査
範囲に含めて調査している。現時点において、上市の妨げとなる知財は存在しないが、今後も継続して調査を

実施する。知財確保に関しては、現在 4件出願し内 1件は共同出願済みである。

(d) その他（事業化体制等）の整備状況
 本装置の製造体制の構築に当たっては平成 25 年に、プローブの製造・包装および滅菌作業について外部委
託が可能な医療機器製造許可を有する企業 2社（製造・包装作業委託、滅菌作業委託）を加え、製造・包装・
滅菌及び販売（ニデック）までの一連の工程整備を終えており、この体制下で国内薬事申請を行う予定である。

ただし、製造・物流コストの低減を目的に、外部委託する製造および包装の工程は中長期的には、ニデックに

移管することを予定している。また、装置本体部においては、ニデックにて製造販売を行う。次に販売体制の

整備として、既にニデックでは眼科においては国内および海外 120カ国に販売網を有しており既存の販売チャ
ネルを活用した販売を実施する。ただし、本製品は世界で初めて市場に投入されるものであり有用性について

は広く発信していく必要がある。これらの対応として平成 26 年初めより国内外の主要な医師により構成され
るアドバイザリーボードを構築して各国で臨床試験を実施し、本製品の有用性をアピールするクリニカルユー

スケース（事例集）を作成する。クリニカルユースケースは、マーケティング資料として活用しその配付を通

じて販売の加速化に繋げるとともにWEBマーケティング等を積極的に導入し、動画等を交えて本装置の有用
性を市場にアピールし販売の加速化を図る。

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果
(a) 国内市場・顧客
装置が適応可能な症例数と施術可能な施設数から国内外の市場規模を推計すると、国内: 施設数 1,000施設、
施術数: 118,419件/年(2011年実績)、 適応症例は施術数の約 60%が該当し、7万件に適応可能である。これら
を基に予測される国内眼科市場規模は、OCT本体：90億円、消耗品（ファイバープローブ）： 21億円として
試算され、国内医療機関への目標普及率を 25％と仮定して、上市後 5 年目までの本体累計売上は 22.5 億円、
ファイバープローブ（ディスポ）は、5年目では約 1.8万症例に使用され、上市後 5年目の単年売上 5.4億円
5年間累計では、18億円と予測する。耳鼻咽喉科領域においては適応可能な症例を探る探索的研究段階の途上
にあり、人工内耳疾患等適応可能な症例をさらに精査する必要があるが、現在適応を予定している症例数から、

上市後 5年目までの本体累計売上は 1.8億円、ファイバープローブ（ディスポ）の上市後 5年目の単年売上 2
億円と試算。耳鼻咽喉科においては、適応可能な症例が今後増える可能性を有しており、市場規模は拡大する

可能性を有している。

(b) 海外市場・顧客
海外眼科における市場性は: 施設数 5,000施設（推定）、施術数: 1,217,140/年(日本を含む)、適応症例数は

66万人(日本を除く)と予測しており、さらに、平成 19年～平成 24年(5年間)の全世界の硝子体手術は年平均
3.6%で伸びるとされており特にアジア地域(中国・インド）の伸び率が高く今後も海外市場規模は拡大傾向に
あるとしている。海外眼科市場規模は機器のみで 450億円、消耗品を含めた場合、640億円以上に達するもの
と推計する。欧州、米国等における海外売上計画は、上市 5年目の目標売上予測として眼科向では、主な対象
国を硝子体手術が広く実施されている、イギリス、ドイツ、フランス、米国を中心に普及活動を展開し、発売

5年目に本体の累計出荷 1,250台、売上 112.5億円。導入された施設で 5年目に 165,000症例にファイバー（デ
ィスポ）が使用され、5年目単年売上 49.5億円を計画する
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(3) 上市（投資回収）計画の検討結果

(a) 委託事業終了後の投資計画
前述したクリニカルユースケースを揃えるに当たり国内外のキーオピニオンを中心としたコンソーシアム

にて臨床試験を実施する。また、臨床試験で得られた装置改善課題を反映した量産機の開発を平成 26 年度に
予定している。これら臨床試験の実施および量産機開発にかかる人件費を除く経費は、臨床試験費用で国内外

合わせて約 3千万円(国内外 2 年間で約 40 症例)、量産装置の開発・改良費用（型費用・基板イニシャルコス
トなどを含む）約 1億円、装置改良に伴う各種試験の再実施費用 1千万円、先行量産機製造費用約 6千万円(10
台)、製品導入トレーニング等で 2.5千万円が必要となり、約 2.2億円が追加投資額となる。

(b) 上市後のビジネスモデル（回収計画）
国内眼科売上初年度の計画 4.5億円、海外眼科は 26.2億円であることより初年度に回収できる予定である。
耳鼻咽喉科用途では、薬事上の分類が新医療機器（薬事統計上の番号：029999）に該当し、薬事申請プロセ
スを分離し、眼用、次いで内耳用の順に行うこととして耳鼻咽喉科向けの上市・販売は眼科装置の申請後 1年
程度の遅延が予想される。発生コストの回収は売上予測より、眼科用途のみで可能となる。
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1.4 当該研究開発の連絡窓口
所属 ：株式会社ニデック アイケア事業企画室

氏名 ：浅沼厚子

電話 ：0533-67-8953 FAX ：0533-68-1320 
E-mail ：atsuko_asanuma@nidek.co.jp 
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2. 本編
平成 25 年度は、安全性に関わる各種試験結果を反映させた改良、及びこれら試験結果を纏め薬事申請に向

けた最終調整を実施することとしている。また、事業目標においては、眼内等に挿入可能なプローブ（外径

1mm 以内）と OCT 本体を統合した術中診断用 OCT を開発することを目標としている。これら目標に対して

得られた成果として当初目標に掲げた術中の断層像撮影機能を有する機器を開発し、上市（薬事申請）に必要

な安全性および有用性を確認するための試験を事業年度内に終えるに至った。具体的には、自社基準に基づく

OCT ファイバープローブの曲げ破壊強度及び引っ張り強度試験、解像度及び撮影範囲の光学性能試験を実施

し、いずれも設計要求事項を満足することを確認した。また、JIS T 7332 に規定する使用環境条件、保管条

件及び輸送条件に対する耐性試験を実施し、規格を満たすとともに JIS T 0601-1 及び JIS T 0601-1-1 に基づ

く電気・機械的安全性試験及び JIS T 7332 に規定する熱的／機械的ハザードの試験を実施し、いずれも規格

を満足することを確認した。電磁両立性試験においては IEC60601-1-2 に基づく試験を認定施設にて実施し、

規格を満足することを確認した。その他、ISO10993-1 に基づく生物学的安全性試験（細胞毒性試験、感作性

試験及び眼刺激性試験）を実施し、問題となる所見は認められず、JIS C 6802 に基づき、レーザ製品のクラ

ス分け及び最大許容露光量の測定を実施した結果、本申請品目はクラス 1 レーザ製品に分類され、照射露光量

は規定する最大許容露光量（MPE）以下であることを確認した。滅菌処理については ISO11137-2 に基づく滅

菌バリデーションを実施し、無菌性保証水準（SAL）が 10-6 の滅菌保証レベルであることを確認した。一方、

ガンマ線滅菌によるファイバープローブの材質劣化の有無を確認する目的で、2 倍の線量のガンマ線を照射後

６ヶ月経過した検体を用いて性能試験を実施した結果、ガンマ線滅菌により、断層像撮影機能には影響を及ば

さないものの OCT ファイバープローブの光学部材において劣化が生じていることを確認した。この不具合に

ついては、既に具体的な対策方法と予備試験により光学部材の劣化を回避できる可能性を確認しており上市を

妨げる重大な問題ではないと想定している。また、名古屋大学大学院医学研究科 医学系研究科附属医学教育

研究支援センター実験動物部門及びニデックにて兎眼を用いて in vivo での有効性評価を実施した。この有効

性評価では、本機器が目的とする硝子体手術中の患者眼網膜断層画像の取得を確認することである。本機器を

用いて硝子体手術下で正常眼及び網膜疾患眼の網膜断層像を観察した結果、正常眼では観察部位の網膜断層画

像が得られ、人為的に剥離及び裂孔を作成した擬似疾病眼では、本機器で得られた網膜断層画像から剥離及び

裂孔部位を確認できたことから、本機器の臨床的有効性については、当該評価結果を外挿可能であると判断し

た。

以降 2.1 から上述の評価試験項目の幾つかについて纏める。

2.1 ファイバープローブの滅菌検証・生体適合性試験
2.1.1 ファイバープローブの滅菌試験 
平成 24 年度の開発成果より、ファイバープローブの滅菌方法としてガンマ線滅菌が妥当であるとしており平

成 25 年度においてはガンマ線滅菌による滅菌試験を実施して有効性を検証した。また、ガンマ線滅菌の検証

においては、ISO11137-2 に基づく滅菌バリデーションを実施し、無菌性保証水準（SAL）が 10-6 の滅菌保証

レベルであることを確認した。以下は、滅菌バリデーションの試験レポートの一部抜粋である。

①ファイバープローブの滅菌バリデーション試験

1.試験の目的

ファイパープローブの放射線滅菌線量(25kGy)を設定するに当り、ISO 11137-2 VDmax25法を適用して試験を実

施した。VDmax25法(シングルパッチ製品)は最初にバイオバーデン測定を行い、次に平均バイオバーデンに対

応する検定線量を照射後、最後に無菌性の試験を行い、陽性数が1個以下の場合、滅菌線量25kGyが実証される。

2.試験方法

2.1.試料

・バイオバーデン測定:ファイバープローブ10検体

試料は未滅菌の製品であり、密封性が保たれていたので、試験サンプルとして問題はなかった。

・無菌性の試験：ファイバープローブ   10検体

未滅菌の製品を火炎滅菌したベンチで約15cmの大きさに切断後、滅菌したアルミラミネート袋の

中に無菌的に滅菌したピンセットで移して、袋の先端をシールした。この試料を検定線量照射した。検定線
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量照射後の試料は密封性が保たれていたので、試験サンプルとして問題はなかった。

2.2.バイオバーデン測定

バイオバーデン測定は、培地浸潰法を用いて測定した。試料を火炎滅菌したベンチで15cm間隔に切断し、試料

本体とチューブに分けた。放射線滅菌したスチロール容器2個に0.002%トリフェニルテトラゾリウムを添加し

たソイピーンカゼインダイジェスト寒天培地(高圧蒸気滅菌済)を分注し、培地を固化した。次に培地表面に試

料本体、別の培地表面にチューブを無菌的に移した。培地を積層して試料本体とチューブを包埋した。培養は

25±2℃で7日間行った。培養後、この方法では菌が存在する場合、菌の存在場所が赤く発色するので、赤色コ

ロニーを計測することにより、バイオバーデン数とした。次に平均バイオバーデン値を求めた。

2.3.検定線量の決定

平均バイオバーデンに対応する検定線量を求めた。

2.4.検定線量の照射

試料10個に求めた検定線量を照射した。

2.5.検定線量照射した試料の無菌性の試験

検定線量を照射した試料について無菌性の試験を実施した。培地はソイビーンカゼインダイジェストプロスを

使用し、30±2℃で14日間培養したロ培地が菌の増殖により濁ったものを陽性とし、濁らなかったものを陰性

とした。

3.実験結果

3.1. バイオバーデン測定

ファイバープローブのバイオバーデン測定結果を表1に示した。本体の平均バイオバーデンは26. 8個、チュー

ブの平均バイオバーデンは14個であった。製品当りの平均バイオバーデンは40.8個と算出された。

3.2.検定線量の算出

平均バイオバーデン値40.8個に対応する検定線量は、以下の表2より平均バイオバーデン値40.8個にいちばん近
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い上限の値、すなわち平均バイオバーデン値45個に対応する検定線量値8.7kGyとなった。

3.3 検定線量照射の実測値

検定線量実測値は最小値が 8.41kGy、最大値が 9.24kGy であった。これらの実測値は検定線量値の±10%以内

であった。

3.4 無菌性の試験結果

検定線量照射した試験の無菌性の試験結果（表３及び写真１）から試料 10 個は全て陰性であった。この結果

は試験のバイオバーデンの抵抗性が標準抵抗性分布の菌の抵抗性よりも感受性であったことを示しているの

で検定試験に合格した。
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また、無菌性の試験に使用したソイビーンカゼインダイジェストブロス B subtilis および A niger を接種して培

養し、両菌が増殖することを確認した（写真２）

3.5 滅菌線量

検定試験に合格したので滅菌線量 25 kGy が実証された。

*本試験は、株式会社コーガアイソトープ社により実施され本報告書ではその結果を転記した。 

②半年経過後の無菌性の確認 

さて、上記結果はファイバープローブのガンマ線滅菌実施における結果であり滅菌試験としては包装状態の完

全性も合わせて評価する必要がある。この試験では、微生物の侵入を防止し、かつ使用時点での製品の無菌提

供を可能にする最低限の包装（無菌バリアシステム）について評価する必要がある。評価においては

ISO-11607-1、JIST0841-1 を基にして無菌バリアの完全性を示すことになる。無菌バリアの完全性は無菌性の

維持を実証することにより示される為、滅菌後、所定の期間(６ヶ月)保存されたファイバープローブを用いて

無菌性を確認した。 

１．試験概要 

第十六改正日本薬局方 一般試験法｢無菌試験法｣の培地及び培養条件で、検体の無菌試験をメンブラン

フィルター法により実施した。 
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2. 検体 

OCT ファイバープローブ 

3. 試験実施施設 

一般財団法人日本食品分析センター 彩都研究所 

大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目4番41号 

4．試験方法 

試験条件を表-1に示した。 

5. 試験結果 

試験結果を表-2に示した。 

6. 結論 

滅菌照射後、半年経過したファイバープローブの無菌性を確認し菌の増殖を認めないことを確認した。

この結果は、無菌バリアシステムの完全性を示すものであると結論する。 

表-1  無菌試験条件 

試験容器(ろ過器) Steritest EZ Unit TZHA LA2 10[Merck KGaA] 

試料液の調製 

包装を無菌的に開封して検体1個を取り出し、硬質ガラス製容器に入れた。

その硬質ガラス製容器に洗浄液600 mLを加えてよくかくはんして検体を洗

浄し、この洗い出し液を試料液とした。 

試料液ろ過量 全量(メンブランフィルター1枚当たり半量) 

洗浄液 
0.1 %ポリソルベート80添加0.1 %肉製ペプトン水 

(Cat.No.STBMRFD34[Merck KGaA]) 

 液状チオグリコール酸培地 ｿｲﾋﾞｰﾝ･ｶｾﾞｲﾝ･ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ培地 

培地 Cat.No.STBMFTM12[Merck KGaA] Cat.No.STBMTSB12[Merck KGaA] 

培地量 100 mL 100 mL 

培養条件 30～35 ℃、14日間 20～25 ℃、14日間 

陰性対照 

洗浄液をろ過した後、培地を充て

んし、同条件で培養した時、微生

物の増殖を認めず。 

洗浄液をろ過した後、培地を充てんし、

同条件で培養した時、微生物の増殖を認

めず。 

培地性能試験 適合 適合 

表-2  無菌試験結果 

培地 
培養日数 

3日 7日 14日 

液状チオグリコール酸培地 

ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－：微生物の増殖を認めず 
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2.1.2 生体適合性試験 
生体適合性試験の対象となる部材は、直接患者の皮膚（眼内）と接触する材料であり本機器の場合、PFA 樹脂

がその対象となる。本試験では、実際の製品と同一材料（同一工程により加工されたもの）を用いて動物試験

おび細胞試験により生体適合性を評価した

【目的】

患者接触部である、ファイバープローブの生物学的安全性の評価を行う。

【計画】

 生物学的安全性評価計画書に従う。 

【引用規格】

ISO 10993-1：2009、JIS T 0993-1：2012「医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の

基本的考え方について」（平成 24 年 3 月 1 日、薬食機発 0301 第 20 号）

【評価方法及び結果】

評価試験項目 評価方法 結果

細胞毒性試験 ISO10993-5：2009 に基づき試験実施（報告書

番号：219180379-01-00）
培地抽出法による細胞毒性試験

を実施した結果、本品には細胞

毒性がないと考えられた。

感作性試験 ISO10993-10：2010 及び ISO10993-12：2012
に 基 づ き 試 験 実 施 （ 報 告 書 番 号 ：

219180379-03-00）。尚、本試験の抽出液は、

本製品が一時的接触医療機器であること、新規

原材料は使用していないこと等から、極性溶媒

及び非極性溶媒を用いて試験を実施した。

Maximization 法により感作性試

験を実施した結果、0.9%生理

食塩水及びごま油の抽出液に

は、モルモット皮膚へのアレル

ギー反応は発生しないことを確

認した。

刺激性試験 ISO10993-10：2010 及び ISO10993-12：2012
に 基 づ き 試 験 実 施 （ 報 告 書 番 号 ：

219180379-02-00）

極性及び非極性溶媒抽出液によ

る眼刺激試験の結果、1、24、
48 及び 72 時間後に眼に対する

刺激性は生じないことを確認し

た。

【総合評価】

人体接触部であるファイバープローブ（原材料：フッ素樹脂）の生物学的安全性試験を実施した結果、評価を

考慮すべき試験において人体に影響を及ぼすような毒性リスクは認められなかったことから、本品の人体に対

する毒性リスクは許容可能であると判断した。
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3. 全体総括（委託事業の振り返り）

(1) 当初目標達成度に関する自己評価
(a) 当初目標（委託事業初年度開始時）
眼科分野では術中の診断は、依然として顕微鏡下に医師の目視で行われ、病変の治癒結果は術中には確認で

きない課題がある。その解決のため、眼内等に挿入可能なプローブ（1mm 以内）と光干渉断層計(OCT) 本体

を統合した術中診断用 OCT を開発する。

(b) 自己評価点
B：当初目標を達成した。

(c) 自己評価理由

① 全体の自己評価理由

安全性に関わる各種試験を全て実施し、一試験を除くすべての試験結果において規格、基準を満たす結果

を得ており通常の薬事申請に必要な試験はほぼ完了しているといえる。また、眼科においてはヒトの臨床評

価にまで至っており、世界で初めて毛様体の構造を捉えるなど学術的な成果を得ることができた。また、耳

鼻咽喉科においても世界で初めて蝸牛内構造を計測できることが確認できるまでに至っており機器開発の

成果とともにこれら学術的な知見の取得は重要な成果といえる。また、これら成果は今後事業化を進めるた

めに重要となる基礎・土台を築けたことを示しており、本事業終了後においては、早期の薬事申請と事業成

果を基にして国内外におけるクリニカルユースケースの拡充を進める予定である。

② 眼科用途機器における自己評価理由

委託事業年度内に機器開発および目的とする疾患の描出が出来ることを確認し、当初目的とした機器開発

を目標通り終える見通しである。また、薬事申請に必要な各種申請書類の用意を殆ど終えており事業年度内

に申請できる見通しである。故に、眼科用途機器において、機能および事業化における準備がほぼ整ってい

ることにより目標を達成したといえる。また、その他の成果として、機器の臨床評価過程において、本機器

を用いることにより毛様体が観察できることを確認した。このことは、これまで本機器の対象疾患を網膜疾

患のみとしていたが例えばアトピー性の毛様体剥離等も本機器で確認できる可能性を示しており、適応範囲

の拡大を予定している。

現在、眼科用途の術中観察を可能とした臨床使用可能な機器は見当たらず、国内外の眼科医療機器メーカ

に先行して世界で初めてとなる眼科用術中観察を可能にするファイバー型三次元画像診断装置を上市出来

る見込みとしている。

③ 耳鼻咽喉科用途機器における自己評価理由

耳鼻咽喉用途の機器は、眼科用途と基本的な動作原理、構造を共通化しており機器の安全性・耐久性は眼

用途機器と同等である。一方、臨床上の有用性については、さらに探索的な研究を必要とするため、委託事

業期間終了後も継続して臨床上の有用性を探す。さらに、委託事業期間内の臨床試験において耳内だけに留

まらず鼻腔、口腔内の観察にも応用できる可能性があると考えられたことから委託事業期間以降においては

耳内以外の領域を含む検討を行うこととしている。機器開発の成果としては耳内の観察ができることを確認

しているため当初目標を達成できたものと考える。

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由
(a) 対象とする課題・ニーズ
当初計画した課題・ニーズは残されたままであり、これを解決するための同方式の機器も未だ他社より上市

されていない状況にある。このため、課題・ニーズにおいて変更点は無い。ただし、上述の通り臨床評価にお

いて眼科では網膜以外の部位の計測や耳鼻咽喉科においては耳内以外の口腔・鼻腔等頭部部位にも応用できる
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可能性が出てきており、新たなニーズにも対応できる可能性を有している。

(b) 機器スペック・ビジネスモデル

① 機器スペック

計画に掲げた機器スペックと開発機器においての差はなく目的とする術中観察を可能とする診断装置の

開発を行った。ただし、眼内等に挿入可能なプローブ（1mm 以内）とした仕様は、硝子体手術の現状に合

わせ、小切開手術に対応した挿入部 0.64mm とする構成で実現した。

② ビジネスモデル

医療機器製造業許可を有し、国内外の眼科市場において販売網を有するニデックにより機器の製造および

販売を行う。また、販売利益に応じて中核機関である NU システム社にロイヤリティーを支払うことを予定

しており計画変更はない。

(c) 事業化体制
ニデックにより機器の製造および販売を行い、販売利益に応じて中核機関であるＮＵシステム社にロイヤ

リティーを支払うことを予定している。 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール）

① 当初計画からの変更点

変更前 事業開始前の計画では平成 26 年 3 月の薬事申請を予定

変更後 平成 25 年度の計画書にて薬事申請時期を平成 25 年度内の申請を予定することに変更

② 当初計画からの変更理由

量産時と同等の製造体制の確立、および適応可能な滅菌方法に依存する長期間にわたる安全性試験を実施した

結果、安定性試験の再検証が必要となったため平成 2５年度内までに行うこととした。これにより申請時期

に遅延が生じたが、委託事業期間内に臨床評価を目的とする開発・薬事申請に関わる項目は完了できる見通

しである。

③ 委託事業終了後の計画

薬事申請時期の遅延により当初計画に対して薬事承認時期、上市時期にも遅れを伴うことになるが、量産体

制の確立など先行して実施した項目もある。今後の委託事業期間以降においては IRB の承認を得ている施設

および他の施設においては薬事承認後においてクリニカルユースケースの拡充のための臨床評価フェーズへ

と移行する。また、臨床評価と合わせて市場からの改良ニーズを反映した量産機開発を平成 26 年度内に実施

する。ここで、量産機開発においては、小型化と低コスト化を目的としたものであり基本技術は委託事業期間

に確立させたものを基にするため 1 年程度で完了する見込みとしており、量産機の販売時期は 2 度目の薬事申

請を経た平成 27 年中を予定している。また、クリニカルユースケースの拡充については、平成 26 年初期より

アドバイザリーボードの構築のために国内外のキーオピニオンに対して臨床評価依頼のアナウンスを開始し

ており同年に臨床評価を完了させることを計画している。

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応

(a) 薬事面
有識者委員会にて「治験回避（非臨床）とするためのロジックを検討すること」との指摘を受け、臨床医と

ともに治験回避策を検討し、「本機器は診断機であることから有用性の確認については病態の描出が出来るこ

とが本器の有用性を示すエンドポイントとなる」との考えに基づき、動物眼において人為的な疾患眼を作成、

本機器にてその描出が出来ることを確認し、この結果をもって PMDA と相談を実施する予定である。また有

用性の確認と合わせ、安全性についても、ISO、JIS で規定される各種試験の実施により説明できるものと考

えている。
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(b) 技術・評価面
有識者委員会にて「短時間で確実にデータが取得できるのか？」、「動画を撮影し、後にもデータ解析が可能

か？」との指摘を受けていたが、これらについてはソフトウェア機能に実装されている。

(c) 知財面
弁理士 2 名を加えた継続的な調査を実施しており現時点において事業化を妨げる知財は無いとしている。ま

た、知財の確保においては、4 件（内 1 件は共同出願）出願している。今後も技術的難易度は低いが操作性等

ユーザビリティーに直結するものについては特許出願する方針として製造方法、技術難易度が高く容易に実現

困難なものについてはノウハウとして出願（公開）しない。

(d) 事業化面
特になし

(e) その他全般
上市に際して、他に無い差別的製品であるが故に、その臨床的有用性をアピールする必要があり、その啓蒙

活動をどのように進めるかという課題があるが、上述の通り本製品による課題解決に理解のある、眼科医及び

耳鼻咽喉科医のキーオピニオンにより、本装置の臨床評価、論文投稿、各種学会発表を進めていくことにして

おり、眼科においては平成 26 年 4 月より主要な国際会議での発表を予定している。

(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点
(a) 事業体制
改善すべき点は特に無いが、中小企業をサポートする体制として開発・販売の実績を有する医療機器メーカ

と臨床評価環境（医学部）、要素技術開発環境（工学部）を含むコンソーシアム体制が、事業を推進するうえ

で必須の体制であったと改めて考える。

(b) 事業の進め方
各機関の連携により、計画当初に対して遅れは生じたものの実現すべき機器の開発を行うことができた。問

題点は、技術開発に要する時間、製造体制の構築など上市準備等に想定以上の時間が必要であったことであり、

改善点として、事業開始時点においてより確度の高い技術を確立しておく必要があったと考える。

(c) その他
 特になし


