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1. 事業の概要 

大動脈瘤治療に用いられるステントグラフトの最大の課題は、折り畳まれた状態で可能な限り細径にす

る事である。細径化は、極細繊維で高密度に製織した極薄グラフトを用いる事により実現できる目途を

得た。実用化・臨床試験に向けたグラフトの改良および布帛試作体制を整える。また、海外デバイスメ

ーカーとの取り組みにより、極薄グラフトで海外市場に参入する。国内外で治験を行い国内医療現場へ

も供給する。 
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1.1 事業の目的 

胸部或いは腹部の大動脈瘤治療として近年臨床数が急激に増加しているステントグラフト内挿術は、

人工血管置換術に比べて低侵襲治療である。しかし、現在のステントグラフト製品仕様は口径が大きく

女性や日本人を含むアジア人は腸骨動脈が細いため、適応できない例も多く、専門医からは経皮的にス

テントグラフトを挿入できるレベルの細径化が強く望まれている。 

ステントグラフトの細径化には、細さの実現と同時にステントグラフトの Endoleak(血液漏れ)、長期

耐久性（グラフトの破裂）、Migration（ステントグラフトの患部からの移動）に必要な機能を確保する

ことが重要である。 

旭化成せんい株式会社、カジレーネ株式会社及び学校法人 慈恵大学は、極細ポリエステル繊維の高強

度化技術と極細ポリエステル繊維を筒状のシームレス形態で高密度に織り上げる製織技術により、ステ

ントグラフトの細径化と実用性能を満足する極薄グラフトを開発し、生物学的安全性確認を行う。 

また、ステントと組合せた時のグラフトの性能及び安全性を評価するため、プロトタイプのステント

グラフトを試作し、実用性能評価を行う。さらに、ステントグラフトの最終製品仕様を取り決め、ファ

ーストインマン（FIM）試験設計を行う。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：旭化成せんい株式会社 

PL： 小島 潤一（旭化成せんい株式会社 技術研究所 特級専門職） 

SL： 遠藤 隆平（カジレーネ株式会社 取締役 グループ新規事業推進室長） 

共同体： ①カジレーネ株式会社 

  ②学校法人 慈恵大学 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：ステントグラフト用布帛 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 部材 クラス分類* Ⅳ 

製品名 ステントグラフト用布帛 分類名称（一般的名称）* ステントグラフト用布帛 

対象疾患 大動脈瘤 届出／認証／承認* なし 

想定される販売先 Ａ社他 新／改良／後発* 新医療機器 

薬事申請予定者 Ａ社他 医療機器製造販売業許可 なし 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

旭化成せんい株式会社 医療機器製造業許可 なし 

部材 業許可 なし 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(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） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

今回の提案は「ステントグラフトの臨床的課題を解決する極薄グラフトの実用化開発と海外展開」に

関する。具体的には、ステントグラフトの細径化ニーズに対応可能な薄さと実用性能(破裂強度及び透水

率）を併せ持つ極薄グラフトの実用化開発と海外展開に関する。 

 

ステントグラフトは、人工血管（グラフト）にステントとよばれるバネ状の金属を取り付け、これを

圧縮してカテーテルシースに収納したものであり、グラフトには、e-PTFE 膜やポリエステル繊維から構

成される織物（以下、ポリエステル織物と記載する）が使用される。ステントグラフトの細径化には、

その構成部材であるグラフトの厚みを薄くすることが有効であるが、e-PTFE 膜はステントによる拡張力

や連続する脈拍動によって継時的に膜が薄く延伸され破裂する危険性があるので、現状以上の薄膜化は

困難である。一方、ポリエステル織物は、布帛を構成するポリエステル繊維の単糸繊度並びに総繊度を

細くする、いわゆる極細ポリエステル繊維を用いることで布帛の厚みを薄くすることは可能であるが、

この場合耐久性の指標となる破裂強度の低下や血液漏れの指標となる透水率の増加といった実用性能上

の問題が起こる。 

 グラフトの極薄化に伴い必然的に生じる上記実用性能の低下問題に対して、旭化成せんい（株）が

独自に保有する高強度極細ポリエステル繊維の紡糸技術とカジレーネ（株）独自の極細繊維を高密度織

物へと仕上げる製織技術及び品質管理能力によって、薄さと実用性能という相反する特性を併せ持つ極

薄グラフトを実現することができた（Fig1 の物性参照）。 

また今回提案する極薄グラフトの大きな特長は、Fig1（右の写真）にみられるように筒状のシームレ

ス（貼りあわせの耳部がない）織物である点にある。極細繊維はシート状の織物の加工でさえ工程上で

糸切れや毛羽が発生し高密度化が難しいが、筒状のシームレス織物で高密度化を実現することは更に困

難性が高まる。グラフトとしては、シート状の布帛を筒状に貼りあわせて使用することも可能であるが、

その場合、貼り合わせ部分の厚みが増し、グラフトを小さく折り畳むことができなくなり、また貼りあ

わせ部分からの血液漏れの危険性が高まる。今回提案する極薄グラフトは筒状のシームレス織物の形態

で目標物性をクリアしている点において技術的に高度に進化しており、かつ利用価値の高いものである。 
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    Fig.1 

 
 

 

薄さと実用性能(破裂強度及び透水率）を兼備する今回提案の極薄グラフトは、ステントグラフト内挿術

という低侵襲治療を受けることができずに苦しんでいる患者の救済並びに患者の QOL の更なる向上と

いう医療の質の向上に大きく寄与するものである。更には本事業のコンソーシアムである学校法人慈恵

大学の大木教授は、ステントグラフト内挿術式において大きな影響力を持つ世界的ＫＯＬであり、ご自

身でもステントグラフトの開発に関わってきているので、当大木教授の指導のもと改善改良された極薄

グラフトが実用化されれば、海外の大手デバイスメーカー各社のグラフト部材が本開発品に置き換わる

可能性は高く、メディカル部材供給事業という新しいビジネスが実現するとともに、日本発の極薄グラ

フトの実用化及び海外展開によって、治療機器類の輸入超過問題解消の一助となりえると思料する。 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

ステントグラフト内挿術は、人工血管置換術に比べて低侵襲治療であるために、胸部或いは腹部の大

動脈瘤治療として近年症例数が急激に増加している。ステントグラフト内挿術には、患部に近い部分を

切開してステントグラフトシース（カテーテル）を挿入する術式、鼠径部（足の付け根）を切開して挿

入する術式、そして経皮的に挿入する術式があるが、どの術式を選択するかは基本的にはステントグラ

フトが圧縮挿入されたシースの太さに依存する。例えばステントグラフトシースの外径が２２Ｆ（約７．

３ｍｍ）の腹部大動脈瘤用ステントグラフトの場合、腸骨動脈を通過することが困難であるためデバイ

スは腹部を切開して挿入されることが多い。しかし腹部切開術式が選択される場合、切開幅も必然的に

大きくなり、患者の身体的負担が大きくなるばかりか、感染などの合併症リスクも高まる。また鼠蹊部

からの挿入術式を選択できたとしても、血管が石灰化していたり血管形態が屈曲していたりする場合の

血管損傷のリスクや鼠蹊部切開による感染症リスクがある（特定のデバイスに対してどの術式を選択す

るかは、患者の動脈の形態や屈曲性、また術者の技量に依存する部分もあるので、一概にシース径に対

する患者の腸骨動脈径との関係だけではないことに注意して頂きたい）。従って、医療現場の最大のニー

ズは、切開の必要がなく（感染症リスク低減）、腸骨動脈径に対してステントグラフトシース径が圧倒的

に小さい（血管壁の損傷リスク低減、腸骨動脈が細い女性や日本人を含むアジア人への適応拡大）経皮

的にステントグラフトを挿入する術式にあり、その細レベルは 10F(3.3 ㎜)以下である。 

しかしながら、現在市販されているステントグラフトで最も細いデバイスでも 14F(4.7 ㎜)であり、専

門医が求めるレベルまでの細径化を実現した製品は現在のところない。経皮的挿入可能なステントグラ

フトが実現すれば、患者の身体的負担が低減されるばかりでなく、適応患者の拡大、入院日数短縮によ

る患者及び医療機関の経済的負担の低減等大きなメリットが期待できる。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

ステントグラフトメーカー 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

今回提案する極薄グラフトビジネスは、ステントグラフトの市場規模や今後の市場動向と直接的にリ

ンクするので、まずステントグラフトの市場規模と成長性について以下説明する。 

【ステントグラフトの市場規模と成長性】 

ステントグラフト市場は、腹部用と胸部用を合わせて 2009 年度時点で 1000 億円、2010 年度で 1400

億円を超える巨大市場であり、市場規模推移は年率 9%を超える伸び率で成長している（2013 年度に腹

部用だけで 1500 億円に達しているという報告もある(Endologix ホームページより)）。これには、以下の

大きな要因があると推察される。 

・高齢化社会にシフトしていることと糖尿病や高血圧症等の生活習慣病患者の増加等により患者数が

全体的に増加している。 

・大動脈瘤治療においてステントグラフト内挿術が人工血管置換術のように開胸あるいは開腹手術を

伴わない低侵襲治療であるため、大動脈瘤治療の術式が従来の人工血管置換術からステントグラフト内

挿術にシフトしている。 

 

専門医が求める経皮的挿入が可能なレベルまでステントグラフトの細径化が実現すれば、ステントグ

ラフト内挿術の適応患者の拡大等によってその市場は飛躍的に拡大すると予測される。 
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グラフト部材のステントグラフト価格に占める構成比率は現状明確に捉えられていないが、ステント

グラフト価格の数％オーダーと推測され、その場合グラフト部材は数十億～数百億円の市場であり、そ

の市場はステントグラフト市場の拡大に伴い、将来的に 9％以上の成長率での拡大が期待できる。 

 

(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：我々の目指すグラフト供給事業の競合企業に係る確実な情報は現在得られていないが、

多くの場合ステントグラフトメーカーが自らグラフトを製造しており、一部テキスタイル企業から購入

しているという情報がある。紡糸技術及び製織技術の開発能力を有していないステントグラフトメーカ

ーは、我々の顧客であり競合企業ではないが、将来的にテキスタイル企業が競合企業になる可能性はあ

る。 

（2）競合商品：各ステントグラフトメーカーが自製しているグラフト 

（3）市場獲得のための障害：顧客となるステントグラフトメーカーの選定。即ち、我々の極薄グラフ

トを活用して他社対比圧倒的な細径化を実現できるステントグラフトの設計開発力とワールドワイドに

細径ステントグラフトを販売できる販路を有しているステントグラフトメーカーを的確に選定し、獲得

できないとグラフト部材供給という新しい事業は成り立たない。 

 

 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） 

今回の取り組みにおいては、ステントグラフトの細径化技術を有するＡ社との連携を予定している。

我々の極薄グラフトと彼らのステントグラフト開発力及び販売力を組み合わせることによって、Ａ社は

ステントグラフト市場において圧倒的な優位性を確保できることになり、ひいては我々のグラフト供給

ビジネスも大きく拡大できると思料される。 
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1.5 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 

 ・委託事業期間の事業計画 

  ①グラフト生産技術開発 ： １）少量生産プロセス検討、２）グラフト形態バリエーション検討 

  ②生物学的安全性評価 

  ③事業化検討 ： １）グラフト事業のリスクマネジメント、２）ユーザー拡大検討 

  

 ・委託事業期間内及び委託事業期間後の自主事業計画 

  ①ＱＭＳ運用管理、ＩＳＯ取得 

  ②生産体制構築 

  ③ステントグラフトメーカーで行う臨床試験用のグラフト生産（原糸生産も含む） 

  ④グラフト製造販売 
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(2) 投資回収計画 

 H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 0           

 2.0           

売上高（単位：億円）          数億円 

販売数量（単位：）          数万本 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

開発～臨床試験期間 

 製織、加工に係る少量生産設備、各種性能評価 ： 金額（非公開） 

本格販売 

製織、加工に係る生産設備、環境整備 ： 金額（非公開） 

 2) 回収計画 

総設備投資額  非公開 

利益率   非公開 

量産開始後、2、3 年で回収見込み 

(3) 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” 

【コンソーシアム各社の強みとビジネススキーム】 

極薄グラフトの実用化及び海外展開においては、ステントグラフトの部材販売を目指しているため複

数のデバイスメーカーへの拡販が必須である。また、素材（製品）の性能が世界トップであること、イ

ンプラントデバイスに使用する材料として品質管理が確実にできる事も必要である。上市後の拡大戦略

に関しては、世界のデバイスメーカーとパイプを持つ世界的ＫＯＬと取組み、デバイスの治験デザイン

まで踏込んで開発をコントロールする事により達成できる。本事業のスキームの特徴を列挙する。 

 

 極薄グラフトを構成する極薄ポリエステル繊維素材の強み（独自性と優位性） 

 極薄ポリエステル繊維を使いこなす加工技術とプロセス開発力 

 高いプロセス管理能力と品質管理能力 

 海外デバイスメーカーに対する強い影響力 

 海外における豊富な事業経験 

 グラフト及びステントグラフトに関する臨床上の課題を具体的に挙げ、それらを製品設計に反

映させることのできる豊富な臨床経験と実績 

 治験デザイン能力 

 

本事業のコンソーシアム各社はそれぞれ下記独自の強みを有し、これらの組み合わせによって初めて

前記必須要件を満たすことができる。即ち、この仕組みはステントグラフト用布帛ビジネスにおいて他

の追随を許すものではなく、またステントグラフトの飛躍的進歩に寄与するものであるので、高付加価
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値素材ビジネスとして成立し続けるものである。 

 

旭化成せんい株式会社 

今回提案する極薄グラフトの実用化においては、これまで申し述べてきたように従来の肉厚のグラフ

ト並み以上の実用性能（破裂強度及び透水率）を維持発現することが必要であるので、その構成繊維で

ある極薄ポリエステル繊維は、単糸織度及び総織度（単糸織度とフィラメント数の乗数）はレギュラー

ポリエステル繊維より細くありながら、レギュラーポリエステル繊維並み以上の強度を有することが必

要である。レギュラーポリエステル繊維並み以上の強度を有する極薄ポリエステル繊維を直接紡糸方式

※で製造する技術を保有しているのは、旭化成せんい(株)のみである。即ち、直紡型の高強度極細ポリエ

ステル繊維は旭化成せんい(株)の独自素材であり、極薄グラフトビジネスを展開するうえで大きな武器と

なる。 

旭化成せんい(株)は、世界で唯一のキュプラアンモニウムレーヨン繊維やセルロースの長繊維不織布、

特殊構造のスパンボンド不織布等独自の視点で開発された製品群を有し、グローバル事業を展開してい

る。また旭化成せんい(株)は血液浄化器（人工腎臓、アフェレシス）、白血球除去フィルター、ウィルス

除去フィルター等の製造販売を行い、第一種製造販売業許可も取得している旭化成メディカル(株)をグル

ープ企業に有するが、当旭化成メディカル（株）は、旭化成せんい（株）で培われた紡糸技術及び繊維

素材をベースに発祥している。即ち、旭化成せんい（株）及びそのグループ企業は医療機器の開発並び

に事業展開に関して蓄積された経験を有しており、医療機器開発力と海外での豊富な事業経験をベース

に、欧米系の医療機器デバイスメーカーとビジネス体制を構築し、グローバルに極薄グラフト事業を展

開することが出来る。 

（※）直接紡糸方式：紡口から直接ポリエステルポリマーのみを溶融押出し、その後の延伸にて極細

繊維を得る方式であり、インプラント素材としてはポリエステル以外のポリマーや溶剤等の残存懸念の

ない直接紡糸方式（いわゆる直紡型）で紡糸された繊維を用いることが望ましい。現在人工血管やステ

ントグラフト用布帛に用いられているレギュラーポリエステル繊維は、直接紡糸方式で製造されている。） 

カジレーネ株式会社 

カジレーネ(株)は、きわめて繊細なハンドリング能力が必要となる極細繊維を高密度な超薄地織物へと

仕上げる高い技術力を有する。またカジレーネ(株)は、ナイロンやポリエステルなどの合繊長繊維糸の仮

撚加工で 40 年以上の実績があり、同様に極細繊維を仮撚加工する技術を有するカジナイロン(株)、さら

に繊維業界を中心とした中心とした機械開発・製造販売を行い、オーダーメード方式で顧客の個別ニー

ズに対応できる技術力を有する(株)梶製作所をグループ企業に有している。従って、カジレーネ(株)はグ

ループ企業と連携して極薄グラフトの生産に必要な糸加工から織加工までのプロセスを完遂することが

出来る。また、カジレーネ(株)及びそのグループ企業は、独自に開発製造した品質管理用センサーや検査

機器等、同業他社に無い工程管理、品質管理、物性管理能力を兼ね備えており、事業化に際しての品質

管理体制にも万全の体制を整えられる。 

学校法人 慈恵大学（東京慈恵会医科大学） 

学校法人 慈恵大学（東京慈恵会医科大学）はステントグラフト内挿術では日本国内で圧倒的な症例数

を誇ることから、本事業対象の極薄グラフトからなる細径ステントグラフトの安全性評価実施医療機関

として最も適している。 

また学校法人 慈恵大学（東京慈恵会医科大学）は、治験施設としても豊富な実績を持っており、たと

えば世界で初めての試みである下肢閉塞性動脈硬化症用ステント「Zilver PTX」の日米共同治験では、

全 55 治験施設中症例数で第 6 位の主体的役割を果たしている。またこれまで施工された日米共同治験で

も多くが学校法人 慈恵大学で実施されている。 
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学校法人 慈恵大学 東京慈恵会医科大学 大木隆生教授 

東京慈恵会医科大学の大木教授は、大動脈瘤ステントグラフト内挿術の世界的な KOL である。 

大木教授は 1995～2006 年までの 12 年間、米国を拠点に外科医として活躍し、その期間中に米国にて

多数のメーカーと多くのデバイスの臨床治験に治験統括医として参画した。また大木教授自ら開発した

機器に関して、治験デザインとプロトコールの執筆、FDA との交渉、臨床治験遂行、FDA へのデータ提

出まで行い、薬事承認を取得した経験がある。 

大木教授は日本への帰国後、「デバイスラグ」という問題を抱える日本の治験環境の整備を積極的に進

めている。世界で初めての試みである日米共同治験も「デバイスラグ」問題解決に向けた取り組みの一

つであり、2007 年からスタートされた Cook 社製の下肢閉塞性動脈硬化症用ステント「Zilver PTX」の

日米共同治験では、米国よりも早く日本で承認を受ける（2012 年 1 月末）というこれまででは考えられ

ない結果が生まれている。 

大木教授は、外科医としてステントグラフト内挿術にて世界でもトップクラスの症例実績を持ち、開

発者としても高いマインドと多くの実績を持っているので、臨床上のステントグラフトの課題を明らか

にし、それを構成部材であるグラフトの改善改良につなげるための的確なアドバイスができる。また大

木教授は海外デバイスメーカーとの強いパイプを有しているので、メーカーに対する極薄グラフト部材

のスピーディーかつ効果的なアプローチが可能になる。更に市場への早期参入のためにはグラフト開発、

ステントグラフト開発から治験実施までがスムーズに進むことが必須であるが、大木教授は、ファース

ト・イン・マン（FIM)試験をデザインすることができ、また大木教授の所属する学校法人 慈恵大学 東

京慈恵会医科大学は上述のとおり豊富な治験実績を有しているので、早期に治験実施まで到達すること

ができる。 

 

【市場参入のための具体的戦略】 

東京慈恵会医科大学 大木教授をコーディネータとして、海外の有力デバイスメーカーとの共同開発

に早期に取り組み、大木教授の指導の下極薄グラフトの改善改良、最終製品である細径ステントグラフ

トの改善改良を行うことで、スムーズに市場に参入すると同時に、グラフト素材市場での優位性を確保

する。また上述のとおり大木教授は、ファースト・イン・マン（FIM)試験をデザインでき、また大木教

授の所属する学校法人 慈恵大学は上述のとおり豊富な治験実績を有しているので、早期の市場参入が可

能になる。 

 

【拡販のための具体的戦略】 

海外の有力デバイスメーカーとの共同開発に早期に取り組み、本事業における極薄グラフトの実用性

能を世界に先駆けて証明することができれば、ステントグラフト細径化には、極薄グラフトは必須の材

料であるので、デバイスメーカー各社からの垂涎の素材となると確信している。また、同業の繊維メー

カーの参入を防ぐため、デバイスメーカーに対する極薄グラフトの価値を高めるために特許戦略も必須

である。また細径化ステントグラフト開発を独自でも実施することで、デバイスメーカーに対する極薄

グラフトの価値を高めるとともに特定のデバイスメーカーに独占されない事業環境をつくる。 

 2) ビジネス体制 

旭化成せんい（株）が原糸生産を行い、カジレーネ（株）に極薄グラフトの生産及び検査を委託する。

旭化成せんい（株）は顧客（ステントグラフトメーカー）への極薄グラフト販売を行う。最終製品のス

テントグラフトの認証、承認はステントグラフトメーカーが実施し、最終顧客（病院）に販売する。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

提案するビジネスにおいて、極薄グラフト生産・製品検査を行うのが、カジレーネ(株)である。ものづ

くり中小企業に当たるカジレーネ(株)及びそのグループ企業は、テキスタイル分野における厳しい国際環

境下、勝ち残っていくために、ファイン化技術を磨き、プロセス管理能力と品質管理能力を高めてきた。

カジレーネ(株)及びそのグループ企業の保有する極細繊維の糸加工及び製織係る高い技術力、並びに高い

プロセス管理能力によって、極薄グラフトを工業製品として安定的に市場に供給することができるし、

また高い品質管理能力によって、体内埋め込み部材であるグラフトをデバイスメーカーの要求する品質

で提供することができる。 

尚、我々の提案する極薄グラフトビジネスは部材供給事業であるので、現時点においてカジレーネ(株)

が製造販売業又は製造業許可を取得する計画はないが、これを足掛かりとして将来的には業許可を取得

し、より川下の製品ビジネス展開を目指す予定である。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成２６年度は、グラフト部材ビジネス（グラフトの製造販売）スタートに向けた準備期間として、グラフト生産技術開発（グラフト安定生産技

術の最終絞込み検討、グラフト形態バリエーション検討）、ステントグラフトの試作と実用性能評価、及び事業化検討を行う。 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

なし（部材として標準ストレート

型、小口径、分岐型のグラフトを試

作した） 

我々の目指す事業はステントグラフトの構成部材であるグラフトの供給ビジネスであるので、最終製品として

のステントグラフトは完成していないが、部材としてのグラフトは、30mm 口径の標準ストレート型グラフト、

2 種類の小口径グラフト及び分岐型グラフトを試作した。 

また、極薄グラフト特性や課題を明確にするためにステントグラフトを試作し、圧縮テストやカテーテルへの

挿入テスト、実用性能評価を行った。今回のステントグラフトの試作及び各種評価により極薄グラフトのステン

トグラフト細径化に対する寄与度を実証することができた。また当該試作及び実用性能評価によって極薄グラフ

ト使いのステントグラフトの優れた性能を確認することができた。更に極薄グラフトの想定リスク（縫合時の針

孔の開きやすさや破れやすさ、圧縮・挿入時の破れ等）が払しょくされた。 

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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グラフト生産技術開発（旭化成せんい株式

会社、カジレーネ株式会社） 

▶ 

(1) 安定生産技術開発 

・摩擦低減や織縮抑制等の対策でグラフト生

産プロセスを簡素化できる可能性が見えてき

た。設備律速部分があり、来年度導入予定の

新規設備で結論付ける。 

・グラフト品質と安定生産に係る製織技術及

び後処理技術の要素因子を明らかにし、各要

素因子の最適条件範囲を絞り込んだ。 

(2) 形態バリエーション検討（小口径、分岐型）

を行い、課題を明確化した。 

▶ 

・工程簡素化検討（新規導入設備による結論

付け） 

・少量グラフト生産プロセス構築 

・形態バリエーション検討 

②ステントグラフト実用性能評価（旭化成

せんい株式会社、カジレーネ株式会社） 
▶ 

・ステントグラフト細径化に対する極薄グラフト

の寄与を実証した。 

・極薄グラフトを用いたステントグラフトの優れ

た実用性能が確認された。 

▶ 

・生物学的安全性評価 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 

③事業化検討（学校法人慈恵大学、旭化成

せんい株式会社、カジレーネ株式会社） 

▶ 

・ステントグラフトメーカーでの極薄グラフトの

性能評価で良好な結果が得られ、次のステップに

入った。 

・有識者の先生方との面談等にて日本発ステント

グラフトビジネスの可能性を図っている。 

・ＱＭＳ体制構築に向けての具体的作業（ＱＭＳ

講習会の開催、品質マニュアル他文書体系作成等）

を開始した。 

▶ 

・ステントグラフトメーカーの品質要求事項

の明確化 

・ＱＭＳ体制構築 

④事業の管理・運営（旭化成せんい株式会

社、カジレーネ株式会社、学校法人 慈恵大

学） 

▶ 

・旭化成せんいが主体となり、毎月の検討会開催

等各コンソーシアムと密にコミュニケーションを

図っており、しっかりとした連携体制が取れてい

る。 

・大木教授に延岡にご訪問頂き紡糸現場の見学や

役員とのディスカッションを実施し、相互の理解

を深めた。 

▶ 

・開発進捗管理 

 ▶  ▶  
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

PMDA、FDA等の対応は顧客となるステントグラフトデバイスメーカーが実施するので、本事業において

薬事対応は行わない。 

(2) 知財対応 

 1) 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） 

知財戦略を立てるに際して、まず平成２５年度の伴走コンサルでアドバイスを頂戴した橋本総合特許

事務所の橋本先生に海外のデバイスメーカーを顧客とする部材ビジネスを行う際の特許出願の重要性及

び特許戦略についてご教授を仰いだ。 

旭化成グループ内で協力体制を構築し、調査および特許出願・権利化において抜けの無いように検討

を行っている。 

ステントグラフト技術全般につき国内外の先行技術調査を実施し、国内外合わせて約 4000 件の特許の

精査を行った（実施時期：2014 年 2 月～7 月）。2014 年 7 月以降は、国内外で公開・登録情報の継続調

査を実施するとともに、重要特許については現況をウォッチングしている。 

 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 

国際出願、国内出願ともに積極的に実施。順次登録が進んでいる。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許権での対応を考えている。前記出願では侵害性検証できるクレーム立てをしている。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① グラフト価格に反映できる特許取得 

ステント及びステントグラフトデリバリー技

術の専門家ではない我々が、ステントグラフト

メーカーに対して如何に効力のある特許を取

得できるかが課題である。 

臨床現場でのデバイスに対するニーズを慈恵大

学 大木教授からヒアリングし、自らステントグラ

フトを作成することで、ニーズに対する課題の具体

化を行っている。また当該課題の解決策を元に出願

を行う。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

競合グラフトに対する我々の極薄グラフトの優位性を更に明確化するアプローチにより、価格勝負と

ならない対応が必要である。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① …生産体制構築 ステントグラフトメーカーの事業計画と照らし

ながら、順次生産体制を整える。 

②…品質要求事項の明確化 デバイスメーカー各社の部材供給業者に対する要

求性能情報入手等により品質管理項目を想定する

とともに、デバイス開発ステージにシフトする段階

で品質要求事項を明確化していくことで、生産条件

の最終的な詰めを行う。 

③…極薄グラフトの優位性の明確化 競合グラフトに対する我々の極薄グラフトの優位

性を更に明確化にし、次世代ステントグラフト使用

へのメリットとして訴える。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

事業化に向けて準備検討中。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

事業化に向けて準備検討中。 

 QMS 等の品質保証体制 

事業化に向けて準備検討中。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…カジレーネを含めた QMS 体制構築とシステム

運用 

  

QMS 体制構築に向けて作業を開始した。 

② …事業化に向けた社内体制構築 

 

品質保証体制等旭化成グループの有識者の協力の

もと事業化に向けて準備検討中 
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

特になし 

(3) 事業化体制 

特になし 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 グラフト販売予定時期：非公開 

変更後 グラフト販売予定時期：非公開 

グラフト販売時期は当初計画から 2 年遅れとなっているが、このスケジュールは現状想定しているデ

バイスメーカーの開発スケジュールと一致しており、当初からの計画変更は本事業遂行の障害とはなら

ない。 

 

1.8.2 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 

薬事申請 なし なし 

知財対応 なし なし 

技術・評価面 無糊化検討の必要性見直し ・10 月末に摩擦低減や織縮抑制等の対策で

のグラフト生産プロセスを簡素化できる可

能性を見出した。しかし現有織機では設備

的な限界があり、新規導入予定の設備での

改善を図ることとした。 

・製織、後加工プロセスの結論をだし、生

物学的安全性を確認する。 

その他事業

化全般 

ＱＭＳ体制構築の必要性 ・QMS 体制構築に向けて作業を開始した。 

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

複数の顧客に供給可能な事業に組み立てること ・契約交渉に対応するため社内外の協力体制を整え

た。 

日本製のステントグラフトビジネスの可能性を

探ること 

・有識者の先生方との面談にて日本発ステントグラ

フトの可能性を図っている。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①グラフト生産技術

開発 

(1)少量生産プロセス検討：医療機器用部材として品質を確保できるグラフトの少

量生産プロセスを構築する。 

(2)グラフト形態バリエーション検討：グラフト部材の製品ラインナップの充実を

図り、顧客獲得の可能性を広げる。 

②生物学的安全性評

価 

埋め込み医療機器の部材となる極薄グラフトの生物学的安全性を GLP 規格に

沿って評価する。 

③事業化検討 (1)グラフト事業のリスクマネジメント：外部コンサルタントの指導の下、グラフ

ト販売事業のリスクマネジメントを実施し、自社で構築するＱＭＳに盛り込む。 

(2)ユーザー拡大検討：顧客となるデバイスメーカー候補の拡大及び日本発ステン

トグラフト製造販売の可能性検討 

④事業の管理・運営 本開発事業全体の管理・運営（進捗管理、経費管理、必要書類管理等）及びそ

の補佐 

 

(2) 平成 27 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 

薬事申請  PMDA,FDA等の対応は顧客となるステントグラフトデバイスメーカーが実施するの

で、本事業において薬事対応は行わない。 

知財対応  強固な特許網を構築すべく、引き続きステントグラフト関連の出願及び権利化を強化

していく。 

技術・評価面  グラフトの少量生産プロセス構築と QMS 体制構築 

その他事業

化全般 

 少量生産プロセス構築 

 

  



18 

1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

 

1.10.2 平成 26 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 

事業管理機関としての旭化成せんい（株）、ものづくり中小企業としてカジレーネ（株）、医療機関と

して慈恵大学の三者で事業体制を組み、それぞれが本年度の目的に向け事業を推進し、所定の成果を上

げることができた。また、連携、情報共有も十分できたと考えている。本年度事業に関しては、問題は

見られなかった。 

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。 ○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。 ○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。 該当せず
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。 ○十分

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。 該当せず
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。 該当せず
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。 ○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。 ×不十分
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。 ○十分

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。 該当せず
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。 ○十分

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。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 該当せず
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。 ○十分
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。 ○十分

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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(2) 事業の進め方 

三者連携し、目標達成し十分な成果が得られた。次年度も、慈恵大学の指導の下、事業化に向け三者

連携し事業を進めたいと考えている。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

旭化成せんい株式会社 技術研究所 

〒882-0031 宮崎県延岡市中川原町 5 丁目 4960 番地 

電話：0982-22-6930 / FAX：0982-22-6156 

小島潤一（kojima.jb@om.asahi-kasei.co.jp） 


