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1. 事業の概要 

脳血管血栓除去ステント治療は近年増加し続けており様々なステントが開発されてきたが、血管追従性

や輸送性、留置性などの問題が解消されたわけではない。本事業ではこれらの課題を解決するため、柔

軟で留置性が高く、世界最小のマイクロカテーテルに実装可能なステントを開発する。これより日本初

の純国産脳血管血栓除去マイクロステントシステムを製造し数年以内に上市することを目標とする。 

 

 

脳血管血栓除去マイクロステントシステム
製造に向けた研究開発

㈱Biomedical Solutions、高島産業㈱、金子コード㈱、東海大学医学部、川澄化学工業㈱

H25-072

細径のステント型血栓除去デバイスを開発することで、従来は治療困
難であった末梢血管領域の治療を可能にし、さらに血管損傷など治療
に伴う合併症のリスクを軽減する。これまで欧米からの輸入に依存して
いた国内のステント等医療機器領域において、臨床ニーズの把握から
開発・製造を垂直統合型で行える純国産のステントメーカーを立ち上げ、
グローバルで末梢血管内治療を必要とする医師・患者に最も優れた血

管内治療用デバイスを提供することを目指す。2014年には国内VC3社
（MedVenture Partners・ジャフコ・みずほキャピタル）より本事業におい
て総額1億5000万円の資金調達を実施。

世界細径プロファイルのステント型血栓除去デバイス

適応血管領域の制限と合併症リスク

 脳血管疾患のうち、急性期脳梗塞は死亡率が高く（脳血管疾患に
よる死亡の60%以上を占める）、高確率で後遺症が残る。

 急性期脳梗塞の治療は、血流再開までの時間が生存率、術後の
予後に大きく影響する。

 既存デバイスでは、治療領域が限定されており、血管損傷等の合
併症リスクが伴う。

 ステント型血栓除去デバイスを用いた、迅速な血流再開による、症
状の回復と後遺症の軽減。

 細径化及び高柔軟性により、血管追従性と輸送性に優れている。
 従来は治療困難であった末梢の血管領域の治療が可能に。
 血管損傷など、治療に伴う合併症リスクの軽減。

Class IV

Biomedical Solutions： 弊社独自開発の新型ステントプラットフォームを生かした製品開発
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1.1 事業の目的 

脳卒中等の脳血管系疾患は、三大生活習慣病の一つであり、日本人の死因の３割を占める。特に脳卒

中等の脳血管疾患については死亡率が非常に高く、また術後の予後の回復にも時間を要するため大変重

篤な疾患として認識されている。脳血管疾患は大きく分けて脳梗塞、クモ膜下出血に分類される。この

中で、脳梗塞は動脈硬化や血栓等による血管閉塞が原因であり、病変部位における血流阻害により頭蓋

内循環に十分な血液が行き届かず発症する。 

急性脳梗塞の治療では、血栓回収デバイスを用いて血管内の血栓除去を行う。これまで血栓吸引デバ

イスや機械的血行再建デバイスが開発されてきており、この内機械的血行再建デバイスにおける近年の

主流はステント型血栓回収法の医療機器であるが、柔軟性に関する問題等が指摘されている。 

これらの問題を克服するためには、以下の三つの課題を解決することが必要とされている。 

（ア）血管追従性・・・既存のステントでは柔軟性に欠けるため、頭蓋内特有の屈曲血管に適応でき

ず、血栓回収時にステントと血管壁の摩擦による無症候性の脳出血が報告されている。 

（イ）曲げ柔軟性・・・ステントの曲げ剛性が高いため、屈曲した血管構造の直線化を誘発するため、

これによる血管壁の損傷や痙攣が発生する危険性がある。 

（ウ）輸 送 性・・・従来使用されているステント型血栓回収法では、デリバリーカテーテルの外

径が０．６３ｍｍ程であり、血管径の細い頭蓋内の前方循環における血管領域にはステントの輸送が出

来ない問題がある。 

これらの課題を解決するため、血管追従性が高く、従来製品よりもさらに小径のカテーテルに実装可

能なステント、それらを一体化したステントシステムを開発し、数年内に上市を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社 Biomedical Solutions （旧 株式会社Ｗｏｒｌｄ Ｍｅｄｉｓｈ） 

PL：正林 和也 （株式会社 Biomedical Solutions） 

SL：長谷部 光泉（東海大学医学部付属八王子記念病院） 

共同体： ①株式会社高島産業株式会社 

  ②株式会社金子コード株式会社 

           ③学校法人東海大学医学部 

  ④川澄化学工業株式会社 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：未定 

(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 未定 分類名称（一般的名称）* 高度管理医療機器 

対象疾患 急性期脳梗塞 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 地域中核病院、高機能病院 新／改良／後発* 新医療機器 

薬事申請予定者 川澄化学工業株式会社 医療機器製造販売業許可  

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

高島産業株式会社 医療機器製造業許可  

金子コード株式会社 業許可  

川澄化学工業株式会社 製造業許可  

（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 

  欧州 

薬事申請時期 平成 29（2017）年頃 平成 29（2017）年頃 

上市時期 平成 30（2018）年頃 平成 29（2017）年頃 

想定売上（上市後 3年目） 8億円／年（平成 32（2020）年時点） 30億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 30億円／年（平成 32（2020）年時点） 300億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 25％（平成 32（2020）年時点） 10％（平成 32（2020）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

Biomedical Solutions で特許取得済の独自設計された高柔軟性ステント(以下の図)を基に高島産業の有する微細加工技術を用いて、高品

質で機能性の高いマイクロステント製造を実施する予定である。また金子コードの有するマイクロカテーテル製造技術により、ステント

を輸送するデリバリーカテーテルの開発も同時に実施する。ここではより小型で薄肉のカテーテル開発を目指して世界最小プロファイル

となる内腔径 0.30mm のカテーテル製造を実現すべく開発を実施する。これにより、従来品よりも血管追従性・操作性に優れたステント

システムの開発を目標とする。弊社製品のステントシステムは、ステント・カテーテル・プッシャーの 3 つの機器から構成される。ステ

ントは Ni-Ti 合金製の超弾性合金で構成され、その両端部には、放射線透視検査におけるステントの視認性を上げるためプラチナマーカ

ーを配置している。ステントは半径方向に縮径されてカテーテル内に収納され、カテーテルによって患部まで輸送された後プッシャーに

より押し出されてステントが展開される。この時ステントは自らを構成する超弾性合金の形状回復力により拡張し血管内腔に留置され

る。 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

1.4.1 医療現場で期待される波及効果 

脳卒中等の脳血管系疾患は、三大生活習慣病の一つであり、日本人の死因の３割を占める。特に

脳卒中等の脳血管疾患については死亡率が非常に高く、また術後の予後の回復にも時間を要するた

め大変重篤な疾患として認識されている。脳血管疾患の中でも脳梗塞は、動脈硬化や血栓等による

血管閉塞が原因であり、病変部位における血流阻害により頭蓋内循環に十分な血液が行き届かず発

症する。これらの治療においては、発症からいかに短時間で頭蓋内循環の血流を回復するかが非常

に大切であり、治療時間の 1 分 1 秒の短縮が患者の生死に関わる問題となってくる。 

現在、治療方法の多様化によりステントレトリーバーを用いた機械的血行再建術が広まり、主流

となってきているが、既存製品におけるいくつかの弱点により患者負担が大きいのが現状である。

これらの問題を克服するためには、以下の三つの課題を解決することが必要とされている。 

（ア）血管追従性・・・既存のステントでは柔軟性に欠けるため、頭蓋内特有の屈曲血管に適応

できず、血栓回収時にステントと血管壁の摩擦による無症候性の脳出血が報

告されている。 

（イ）曲げ柔軟性・・・ステントの曲げ剛性が高いため、屈曲した血管構造の直線化を誘発する

ため、これによる血管壁の損傷や痙攣が発生する危険性がある。 

（ウ）輸 送 性・・・従来使用されているステント型血栓回収法では、デリバリーカテーテル

の外径が 0.63 ㎜程であり、血管径の細い頭蓋内の前方循環における血管領域

にはステントの輸送が出来ない問題がある。また、輸送性に劣る製品では、

目的部位までステントを運ぶのに時間がかかってしまい、患者負担が増すこ

とに加えて治療医師のストレス原因ともなっている。 

これらの課題を解決するため、血管追従性が高く、従来製品よりもさらに小径のカテーテルに実

装可能なステント、それらを一体化したステントシステムを開発している。 

この開発により、医療現場において短時間で患者への負担が少ない治療手段を提供することによ

って、今までの治療手段では限界のあった治療効果を期待できる。 

 

1.4.2 当該機器等の市場性 

(1) 提案する機器の想定顧客 

脳神経外科医などが、脳塞栓症の治療現場にて使用することを想定。 

本事業においては、実際に臨床現場にて脳塞栓症治療に従事している複数名の医師により初期の段階

よりアドバイスをいただきながら開発を進めている。 

 

(2) 提案する機器の想定市場規模 

脳血管疾患は日本人の死因の第三位であり、三大生活習慣病の一つである。特に脳卒中などの脳血管

疾患については死亡率が非常に高く、また術後の予後の回復にも時間を要するため大変重篤な疾患とし

て認識されている。脳卒中の内 75%が脳梗塞であり、心臓等で発生した血塊(血栓)が血流により、脳動脈

に達し血管内腔を塞ぐ急性脳梗塞は、発症後迅速な治療が必要であり、効果的な治療を可能とする医療

機器の開発が必要とされている。 

 国内における年間の脳梗塞発症患者数は 12 万人から 25 万人程度で、その 1/4 の 3 万人から 6 万人程

度が脳塞栓症患者である。さらに、発症後 8 時間以内に来院する患者が半数であることから、治療が必
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要な患者数は 1 万 5 千人〜3 万人。そのなかで、ステント治療が必要とする患者数は薬剤投与患者数（30%

程度）とほぼ同数であるため、ステントシステムを含む機械的血行再建デバイスを用いた血管内治療の

適応患者数は 9 千人程度(2013 年)である。ステント治療実施施設が充実することで、適応患者は増加す

ると考えられる。さらに、世界の市場規模は日本の約 10 倍と想定される。 

 

これまでこの急性脳梗塞治療に対して多くのステントが開発されてきたが、臨床現場においては、血管

形状に沿って病変部までステントを輸送できないため、血管壁の損傷やこれを原因とする治療後の合併

症などの問題が指摘されている。本事業では、上記の課題を改善する、血管組織への負担が少なく且つ

患部まで運びやすいステントの開発を行う。これによりステント治療による術後の合併症の改善が期待

され、また従来ステント輸送が困難であった血管領域までステントが輸送可能になる。したがって、既

存の製品の顧客はもちろん、血管追従性や輸送性などの問題から、開頭手術しか選択肢がなかった患者、

これまで脳血管内ステント治療が受けられなかった患者も顧客ターゲットとなる。 

本事業におけるステント開発により、上記の課題が解決され、臨床現場におけるステント治療の適用

の増加が期待できる。ステント治療は低侵襲治療であるため患者にとって負担が少なく、かつ医師にと

ってもより簡便な手技であるため、今後の医療技術の発展とこれに付随する医療産業活性化にも直接的

に貢献できると考えられる。また頭蓋内ステント治療で懸念されている血栓症や血管壁への障害に対し

ても本ステントシステムの効果が期待できる。 

(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 

世界における競合企業 

頭蓋内ステントの世界市場は米国企業 Striker、J&J、Covidien 社で 90%以上をほぼ独占している。

また国内市場においても現在は Striker、J&J のほぼ独占状態にある。また、現在治験中の製品として、

テルモ社が買収した米国ベンチャーの Terumo Microvension 社製のステントが後本格的な新規参入を目

指すべく展開している。 
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国内のおける競合企業の動向 

国内において、血栓回収型のステントレトリーバー開発に成功した企業はない。また、テルモ株式会

社や日本ステントテクノロジーなど、ステント開発を実施している企業は複数社あるが、ステントレト

リーバーの上市予定は未定である。 

 

海外のおける競合企業の動向 

急性脳梗塞における血栓除去治療用ステントには 2010 年に米国にて販売された Solitaire FR 

Revascularization Device (Covidien/ev3 Neurovascular, Irvine, California, USA)がある。このステント治療では

ステントを血栓塞栓部位で拡張し、さらに回収してくることでステントにより血栓を絡めとり除去、閉

塞血管の開通性を確保する。急性血行再建術と呼ばれるこの治療法は急性脳梗塞における治療技術とし

て効果的であることが報告されたため、欧州でも類似したデバイスが開発されており、Rivive SE 

Neurovascular Thrombectomy Device (CODMAN Inc., Raynham, MA, USA)や Aperio (Acandis GmbH & Co. 

KG Inc., Pforzheim, Germany) などが開発されている。脳血管ステント治療において、血栓除去ステ

ント治療は脳動脈瘤用に開発されたステント同様に脳血管内治療の主流デバイスとなりつつあ

るが、その一方でこれらの従来デバイスにおいて臨床において下記の課題が挙げられている。

表２－１にこれらのステントの曲げ変形形状の比較を行った画像を比較した。 

①血管追従性・・・既存のステントではその構造上柔軟性に欠けるため、頭蓋内特有の屈曲

血管に適応できず、ステントの座屈及び血栓回収時にステントと血管壁の摩擦による症候性の

脳卒中が報告されている。  

②曲げ柔軟性・・・ステントの曲げ剛性が高いため、屈曲した血管構造の直線化を誘発する

ため、これによる血管壁の損傷や痙攣が発生する危険性がある。  

③輸送性・・・従来使用されているステント型血栓回収法では、デリバリーカテーテルの外

径が 0.63mm 程であり、血管径の細い頭蓋内の前方循環における血管領域にはステントの輸送が

出来ない問題がある。従ってこれらの課題を解決するため、血管追従性が高く、従来製品より

もさらに小径のカテーテルに実装可能なステントが求められる。  
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 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） 

表２－１．現在臨床で使用されているステントとその屈曲血管における曲げ変形挙動とその特徴につ

いて纏め比較した表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より臨床現場ではより柔軟で且つステントの屈曲時にストラットが突出せずに座屈しないデザイ

ンが求められており、従って柔軟な特性を有しつつも、血管追従性がよいステントが望ましいとされる。 

また一方で臨床において、すべての脳血管病に対してステント留置が適応できるわけではなく、これ

も従来技術に大きな課題として認識されている。これは現在ステントが実装できるカテーテル内腔のサ

イズが 0.42~0.56mm ほどと限定されているためで、特に頭蓋内前方循環のような血管組織が細く複雑な

領域では、従来のカテーテル規格ではステント輸送が困難な場合がある。これより、柔軟な機能性を有

しつつも、ステントを広い血管領域まで簡便に輸送（デリバリー）するためのカテーテルの開発が重要

である。 

本事業では、 Biomedical Solutions が独自に設計した、高柔軟性ステントを基に、世界最小プロファイ

ルとなる内腔径 0.30mm のカテーテルに実装可能な、高品質で機能性の高いステントの製造を実施する

予定である。これにより従来品よりも血管追従性・輸送性に優れたステントシステムの開発を実施する。 
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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 

 

事業名

H24（2012）年度 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
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

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

TronFX 実績

量産機開発 計画

TronFX 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

脳血管血栓除去マイクロステントシステム製造に向けて研究開発

ステントのベース設計

ステントの設計改良・マイクロカテーテルの開発

ステントの設計改良・マイクロカテーテルの開発

製造ライン設計・検証

製造ライン設計・検証

非臨床試験、臨床試験

特許出願、PCT出願、海外移行

特許出願、PCT出願、海外移行

販売計画作成、販売体制の確立、広報戦略・実施

非臨床試験

薬事申請

販売計画作成、販売体制の確立、広報戦略・実施

上市予定
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(2) 投資回収計画 

 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） 1.0 2.7 2.2 0.8 4.6 7.1 9.6 11.6 15.6 15.6 

 うち委託費 0.7 0.7 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.3 2.0 2.2 0.8 4.6 7.1 9.6 11.6 15.6 15.6 

売上高（単位：億円） － － － 0.0 16 26 36 44 60 60 

販売数量（単位：個） － － － － 4,000 6,500 9,000 11,000 15,000 15,000 

 

 1) 投資計画 

 

平成 26 年度以降 投資計画 

① 製品製造経費  ：55 百万円 

② 知財関連経費  ：10 百万円 

③ 研究開発費   ：411 百万円 

 

合計：476 百万円 

 

 2) 回収計画 

現状、本製品の適応患者想定数は年間 5 千人程度である。また、ステント治療実施施設が充実すれば

適応患者は増加する可能性は高い。ステントの単価は、既存製品が約 37 万円/個である。既存製品に対す

る優位性を勘案すれば、投資金額を 3～5 年で回収できる見込み。 
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(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” 

・国内市場へのマーケティング戦略 

 試作が完成した直後に、国内で脳血管治療が可能な大型病院施設や頭蓋内ステント治療に実績のあ

る病院を訪問し、疑似血管モデルを用いたデモンストレーションを行い、他社製品と比較した弊社製品

の優位性をアピールする。 

 開発した試作品を動物実験で操作性と生体適合性を検証し、デバイスの有用性を前述の病院施設や 

医師と連携し、その結果を学会で発表する。また、新技術のセミナーとしてランチョンセミナーで脳血

管ステント治療の実績がある先生に弊社のデバイスの有用性を実演していただき、医師にアピールする。 

 また、これと並行して治験の開始の計画が決定した直後から、弊社のホームページ、治験予定の病

院施設、また日本医工ものつくりコモンズ、これらに関連する施設で積極的に治験開始の告知を行う。 

・海外市場へのマーケティング戦略  

本医療機器の承認ハードル及び血管内治療の普及、市場規模等を勘案し、国内の他、欧州市場への上

市も視野に入れて取り組む。CE マーキング取得の為、欧州代理人の選定、及び海外での臨床試験の実施

も視野に入れつつ、臨床医の協力及び施設利用の確認を進める。 

 

 

 2) ビジネス体制 

 

 

【研究実施機関】

㈱Biomedical Solutions
事業管理

知財管理

ステント設計・評価

製造業

【研究実施機関】

高島産業㈱
ステント加工

ステント供給医

療機器製造業

許可NO.20BZ200075

製造業

【研究実施機関】

金子コード㈱
カテーテルの開発

カテーテルの供給

PMDA

第三者承認機関

承認等

【研究実施機関】

川澄化学工業㈱

（製造販売業）
ステントシステム組立

製品化

薬事

製品販売

顧客

（医療機関）

製品発注 製品販売欧州市場

国内市場

CEマーキング

第三者認証機関

顧客

（医療機器

販売代理店）

承認申請等

欧州代理人
ステントシステム組立

製品化

製品販売

【医療機関】

東海大学医学部

（付属病院も含む）

臨床研究の実施

【アドバイザー】

ものつくりコモンズ

開発・ビジネスコンサルティング

製品発注

製品販売

承認申請等

承認等

新

新

新

中

中

中

PL

SL
相談

助言
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

＜Biomedical Solutions＝ステント設計及び評価＞ 

→ステント製品の製品化、事業化 

→ステントの設計評価及び組立て 

＜高島産業＝ステント試作加工＞ 

→微細加工技術を用いたステントの試作 

＜金子コード＝カテーテル製造＞ 

→カテーテル製造技術を用いたマイクロカテーテルの試作 
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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 

(１)実施計画の細目（手法・手段・研究場所等） 

２）事業概要 

ステント及びマイクロカテーテルの仕様を決定し、量産化体制の構築と滅菌バリデーションを実施する。その後、非臨床試験等の評価試験を

実施し、治験申請に向けた準備を行う。 
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(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 

ステントレトリーバー（仮）  

        
 ステント型血栓回収デバイス（以後、ステントという）は、急性期脳梗塞の治療を対象とした医療機器であ

る。この急性期脳梗塞は、主に心臓において生じた血栓が、血流に流されて脳血管内において塞栓をきたすこと

によって生じる疾患である。ステントを用いた急性期脳梗塞の治療は下記のように行われる。 

１． 大腿部にパンチングを行い、大腿動脈より、ガイディングカテーテルを頸動脈まで輸送する。 

２． ガイドワイヤーを病変部まで輸送する。 

３． ガイドワイヤーに沿って、マイクロカテーテルを病変部まで輸送する。 

４． ガイドワイヤーを回収する。 

５． マイクロカテーテルを通して、ステントを病変部まで輸送する。 

６． マイクロカテーテルを近位部に引くことによって、ステントを展開する。 

７． ステントで血栓を絡めとり、ステントとともに血栓を回収する。 

 

 本事業において開発しているステントレトリーバー（仮）は、下記のような特徴を有している。 

① 優れた血管追従性 

② 高い曲げ柔軟性 

③ 高い輸送性 

①血管追従性・・・既存のステントでは柔軟性に欠けるため、頭蓋内特有の屈曲血管に適応できず、血栓回収

時にステントと血管壁の摩擦による無症候性の脳出血が報告されている。ステントレトリーバー（仮）は、この

摩擦を低減し、血管壁損小のリスクを軽減実現する。 

②曲げ柔軟性・・・ステントの曲げ剛性が高いため、屈曲した血管構造の直線化を誘発するため、これによる

血管壁の損傷や痙攣が発生する危険性がある。ステントレトリーバー（仮）は高い柔軟性により、血管壁の損傷、

痙攣のリスクを低減する。 

③輸送性・・・従来使用されているステント型血栓回収法では、マイクロカテーテルの外径が０．６３ｍｍ程

であり、血管径の細い頭蓋内の前方循環における血管領域にはステントの輸送が出来ない問題がある。ステント

レトリーバー（仮）は、世界最小プロファイルを有することで、マイクロカテーテルも細径化され、高い輸送性

を実現している。 

マイクロカテーテル（ステントレト

リーバー（仮）推奨品） 

本事業で開発しているマイクロカテーテルは、ステントレトリーバー（仮）推奨品であり、急性期脳梗塞の治

療の際、ステントレトリーバー（仮）を病変部まで輸送するのに利用される。極細の先端でありながらもしなや

かさを有している。 
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(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ステント量産化体制の構築（株式会社
Biomedical Solutions、高島産業株式会社、
金子コード株式会社、川澄化学工業株式会
社） 
・１－１．ステントシステムの設計と解析 
PMDA の薬事相談の結果を踏まえ、ステン
トシステム開発と臨床評価、薬事承認を見
据えた事業化全体の姿を構築する。 
その上で、ステントそのものの機械的特性
及び製造工程に関する解析を行い、その結
果を元にステントの設計の修正を行う。ま
た、実際の製造工程や各種評価試験で得ら
れたデータの反映やマーケティングを考慮
して、ステントの最終的な仕様を検討する。 
 
・１－２．試作加工 
デリバリーカテーテルからスムーズに回収
でき、かつ血管壁に負荷が無い状態で血栓
が回収できるステントの試作加工を実施す
る。 
 
・１－２－１．ステント加工 
下記の工程により、ステント加工を実施す
る。 
１．高精度レーザー加工機により、Ｎｉ−Ｔｉ材料
を微細パターンにレーザー加工を行う。 
２．ボックス炉を用いて形状記憶処理を行う。 
３．電解研磨処理により、ステント表面の平滑
化とエッジ等の鋭利な部分の除去を行う。 
これらの加工条件について最適化し、その
条件の確立を行う。 
 
・１－２－２．ステントアセンブリ 
ステントアセンブリは下記の加工を実施す
る。 
１．各部品の接合とその検証を実施し、最適な
接合条件を確立する。 

▶ 

・１－１．ステントシステムの設計と解析 
 血栓回収治療に適した構造最適化を完了し、規
格仕様に適合したステントの設計を実施した。ま
たこれに伴い最終規格を決定した。 
 
・１－２．試作加工 
レーザー加工、形状記憶処理、電解研磨の各ステ
ント加工において、最終規格仕様のステントを製
造済み。 
 
・１－２－２．ステントアセンブリ 
各部品の接合に関して引張強度、捻り強度におけ
る評価検証を実施中。 
 
 
・１−３．量産化体制及び実施体制の構築 
量産化体制構築にむけて、各種規制、基準に沿っ
た見直しを実施し、作業工程・品質管理体制など
において、必要な手順の検証、文書化、作業環境
の整備など実施中。 
 
・１－３－１．量産化のための実施体制の構築 
材料の調達⇒製造・生産⇒出荷までの各工程につ
いて、実施企業の明確化。当該医療機器の生産工
程・品質管理においても体制を再構築実施。 
 
・１－３－２．洗浄工程の確立と検証 
各生産工程における各実施企業の洗浄及び出荷、
受入検査条件を整備。当該製品の滅菌バリデーシ
ョンにおける試験プロトコル及びスケジュールを
設定。 
 
・１−４．知財戦略 
・日本での特許を取得済み。 
・特許侵害の虞も無くなった。 

▶ 

１－１ステントシステムの設計と解析 
 本年度において、最終規格が決定済。 
 
１－２試作加工 
 量産化効率を上げるために、製造方法を改
善する予定。 
 
１－３ステントアセンブリ 
 量産化効率を上げるために、製造方法を改
善する予定。 
 
１－４．知財戦略 
海外での権利取得を進める。 
また、最終規格製品について、製品全体の特許
侵害調査を実施する。 
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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 

２．ステントシステムに造影用マーカーを確実
に装着・固定を実施する。 
これら条件を最適化し、安定して生産を実
現できる装着装置の開発ならびに生産体制
の構築を行う。 
 
・１−３．量産化体制の構築 
ステントの規格（肉厚、肉幅、外径、長さ
等）が、要求される目標値及び公差の範囲
に収まるような製品の安定した生産体制
（ばらつきが少なく、高い歩留まり）を構
築する。また、薬事法や各種規制等に則っ
た体制を構築する。 
 
・１－３－１．量産化のための実施体制の構築 
本研究開発においては、平成２９年度には、
上市することを大目標として、試作開発～臨
床～各種の手続きなどを実施する予定であ
る。 
具体的には、材料の購入～生産～出荷まで
の各工程について、各種規制、基準に沿った
見直しを実施し、作業工程・品質管理体制な
どにおいて、必要な手順の検証、文書化、作
業環境の整備などを行い、上市に備えた量産
化のための実施体制の構築を行う。 
 
・１－３－２．洗浄工程の確立と検証 
滅菌バリデーションを実施するために必要
な、洗浄工程の確立と、その検証を実施す
る。具体的には、専用の洗浄装置の開発と、
その検証を実施し、恒常的に洗浄性を担保
できるような洗浄工程を構築する。 
 
・１−４．知財戦略 
必要に応じて、昨年度出願した特許の中間
処理を行う。また、新たな出願も検討する。
製品化後の他社製品への権利侵害を回避す
るための侵害回避調査や鑑定を実施し、ス
テントの仕様を決定する。 
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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 

さらに、海外への販売に向けて、外国出願
の準備を実施する。 
 
②評価試験（株式会社 Biomedical 
Solutions、高島産業株式会社、金子コード株
式会社、学校法人東海大学、川澄化学工業
株式会社） 
コンソーシアムメンバーでの調査、東海大
学以外の臨床医からの意見、ＰＭＤＡとの
相談結果等を踏まえ、ステント及びステン
トシステムに関して下記２−１〜２−５の評
価試験を実施する。 
 
・２−１．機械的安全性試験 
➤半径方向剛性・・・ステントの拡張力の
検証。 
➤曲げ剛性・・・血管屈曲部でも柔軟に追
従可能か検証。 
➤使用模擬試験（輸送）・・・屈曲部や分岐
部を通っても、目的部まで到達可能か検証。 
➤使用模擬試験（展開・収納）・・・キンク
などが起こらずに押し進め、展開及び収納
することができるか検証。 
➤トルク試験・・・トルク（ひねる力）が
加わった時の力の伝達を検証。 
➤接合部強度試験・・・治療中の接合部の
破断リスクの検証。 
 
・２−２．生物学的安全性試験 
➤細胞毒性・・・試験試料の細胞毒性をほ
乳類培養細胞を用いて評価 
➤感作性試験・・・試験試料の遅延型アレ
ルギー反応の一つである感作性を引き起こ
す可能性を評価 
➤皮内反応試験・・・試験試料の抽出液に
よる組織傷害性、刺激性を評価 
➤急性全身毒性試験・・・試験試料から抽
出した抽出液中に、急性全身毒性を有する
物質が存在しないことを確認する 

▶ 

・２−１．機械的安全性試験 
試験項目は既承認製品の評価プロトコルを確認
し、試験項目及び実施内容を検討した。 
 
・２−１．生物学的安全性試験 
試験項目は既承認製品の評価プロトコルを確認
し、試験項目及び実施内容を検討した。 
 
・２−３．人工血管モデルを用いた実験 
実血管を模擬して製造された血管モデルを用い
て、本製品及び既承認２製品：Solitaire FR、ト
レボ プロ クロットリトリーバーとの安全性比較
実験を実施。 
これよち屈曲した血管：MCA、BA 等において競
合 2 製品よりもスムーズに且つ、回収時の血管変
形も少なく回収操作が可能なことをし確認した。 
 
・２−４．動物実験 
本製品の機能性評価を実施するため、既承認２製
品：Solitaire FR 、トレボ プロ クロットリト
リーバーとの有効性比較試験（動物実験）を実施
し、血栓の補足性を検証し、性能が同等であるこ
とを確認した。 
また既承認製品 Solitaire FR と安全性比較試験
（動物実験）を実施し、安全性についても同等で
あることを確認した。 

▶ 

・動物実験及び機械的安全試験、生物学的安
全性試験等の非臨床試験項目は既承認２製品
の試験プロトコル及び PMDA との薬事戦略
相談での助言を基に実施内容を策定。 
 
・左記の比較試験及び動物実験で得られた機
能性に関する優位性、同等性を示すデータを
いかに定量化して評価する指標を明確にする
ことが課題。 
 
・試験項目は既承認２製品の試験プロトコル
及び PMDA との薬事戦略相談での助言を基
に実施内容を策定。 
海外のインキュベーションセンター施設を利
用してこれらの評価に関して実績のある専門
家に現在相談中。 
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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 

➤発熱性物質試験・・・試験試料中に存在
する発熱性物質（エンドトキシン及び非エ
ンドトキシン性発熱性物質）の有無を調べ
る 
➤血液適合性試験（血栓性・溶血性）・・・
体内で循環血液に接触する医療機器では in 
vivo 試験を用い、血栓症のリスク 評価及
び赤血球や白血球との相互作用として、溶
血性の評価を行う。 
 
・２−３．人工血管モデルを用いた試験 
実際の人間の脳血管の形状に即した人工血
管モデルを用い、他社製品と本事業で開発
した試験試料との血栓回収能比較試験を実
施する。 
 
・２−４．動物実験 
動物モデルを用いて、デバイスの有効性及
び安全性試験を実施する。有効性試験では、
擬似血栓を用いた血栓回収能試験を実施
し、安全性試験では、機器の送達中、展開
中及び血管からの完全な抜去における、試
験試料の安全性を評価する 
・２−５．治験プロトコルの策定 
これまでの試験や実験結果を踏まえ、コン
ソーシアムメンバー及び東海大学以外の臨
床医の意見、ＰＭＤＡとの相談結果などを
基に治験プロトコル案を策定する。 
 
・２−６．治験申請の準備  
非臨床試験データをまとめ、上述２−５で

策定したプロトコル案を元に、治験申請書
類を準備する。 
③プロジェクトの管理・運営（株式会社
Biomedical Solutions） 
報告書作成、特許申請、経理・事務手続

きを行う。 

▶ 

適切に対応するための社内体制構築済み。 

▶ 

－ 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 PMDA 事前面談 

PMDA と相談を実施。 

製造開発コストを極力削減し、いち早く製品化するためにも、有効性・安全性をしっかりと確認する

ために本当に必要な試験を実施する方向で一致。まずは、非臨床試験（機械的安全性試験、生物学的安

全性試験、動物実験など）を充実させ、既承認製品との違いを明確にしつつ、本当に必要なデータを揃

えていくこととなった。 

 

 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…課題 1「治験データの確保」 

・本製品の臨床試験を国内で実施する場合、対照

群は Solitaire FR またはトレボ プロ クロットリ

トリーバーになると考えられる。本製品と上記の

既承認２製品との性能差は、既承認２製品と

Merci との性能差と比較して遥かに小さいと予想

される。 

・加えて、ステント型脳血栓除去デバイスによる

治療は国内で開始されたばかりであり、その症例

数は決して多くない。 

・以上より、以下、２つ課題があり、本製品の有

効性、安全性を十分に評価可能な臨床試験を国内

で実施することは現実的に困難と考えている。 

（１） 臨床の治療成績は、患者の病変背景の

違いによって大きく影響される。 

（２） 国内で治験を実施する場合、十分な症

例数の獲得が困難と考えられる。 

・PMDA 薬事戦略相談では、Solitaire FR 血栓

除去デバイス、トレボ プロ クロットリトリーバー

との非臨床での比較試験を充実化させ、既承認品と

の差分を埋めることでそれらとの同等性を示すこ

とにより、必要となる臨床評価成績を最小限とする

為の助言を頂く。 

 

(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） 

先行技術調査実施済。特許の取得状況は下記の通り。 

 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 

権利化状況は、下記の通り。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 
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特許により対応。特許取得状況は下記の通り。 

 

 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 

課題 1「特許の取得」 

特許取得済。 

課題 1 への対応 

外国での特許出願を進めていく。 

 

(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 

・開発した製品の需要、製品として機能するかどうかが最も大きなリスク。弊社は、現場を熟知して

いる臨床医のアドバイスを元に需要のある製品を開発し、また、製品を試作する前に高度なコンピュー

タシミュレーション技術を駆使し製品として機能する構造設計モデリングを実施することで、開発リス

クを最小限にとどめている。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

・薬事申請全体のプロトコル及び必要となるデータ、管理方法について、ステントの承認経験が豊富

な専門家にコンサルを依頼。都度相談しながら非臨床試験の項目を設定し、必要なデータをとるための

検体数等を確認しながら開発を進めている。 

 

 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…課題 1「血栓の捕捉性」 

・問題なく回収可能かどうか。 

 

・本事業では昨年度に引き続き、有限要素解析によ

る力学シミュレーションを行い脳血栓回収治療に

適した機能性向上に向けた構造最適化を行った。そ

して実機における機能性評価を実施するため、既承

認２製品：Solitaire FR 、トレボ プロ クロット

リトリーバーとの比較試験（動物実験）を実施し、

血栓の補足性を検証し性能が同等以上であること

を確認した。 

②…課題 2「血管内における展開・回収時における

安全性の確認」 

・臨床上の安全性という観点から最も重要となる

要素 

 

・実血管に即して製造された、実際の臨床データと

しても使われる人工血管モデルを用いて、本製品及

び既承認２製品：Solitaire FR、トレボ プロ クロ

ットリトリーバーとの安全性比較実験を実施。屈曲

した血管：MCA、BA 等においてステントを展開し、

回収する際の動作やそれによる人工血管への影響

を競合２製品と比較し確認。 
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

③…課題 3「カテーテル等内における輸送性・操作

性を確認」 

・デバイスの機能性面において、最も臨床医か

ら要求が強かった要素 

 

・カテーテル内におけるデバイスの輸送性・プッシ

ャビリティの改善を試みる為、ステント部とワイヤ

ー部、ワイヤー部とコイルバネ部、及びステント部

とコイルマーカー部の接合箇所について、設計構造

及び溶接方法を見直し。接合部の設計や使用部材を

組み直し、溶接も、レーザー溶接の他、金属、ロウ

等を活用し、特殊溶接を実施、機械的機能面におけ

る引張強度、柔軟性等の改善を図る。そして、本製

品及び既承認２製品：Solitaire FR、トレボ プロ ク

ロットリトリーバーとの In vitro によるこれらの

機能性比較実験を実施。 

 

(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 

製造販売企業との連携により、効率的に販売チャネルを確保する方針。一方で、エンドユーザーであ

る臨床医の意見・需要については開発段階で取り込んでいるため、ニーズある製品の供給体制は整って

いる。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

製造販売企業との連携により、効率的に体制を確保する方針。 

 QMS 等の品質保証体制 

ISO13485 を取得できるだけの品質保証体制を外部コンサルを入れて構築中であり、QMS 及び

ISO13485 をもつ加工・製造メーカーと連携し、製品開発を実施。 

 広報・普及計画 

 

投資家、支援銀行などが、企業紹介の場を複数提供してくれており、弊社及び製品の広報・普及の場

として活用中。また、企業ホームページを新たに設置し、インターネット上での広報ツールとして今

後の充実を図る予定。その他、臨床医に非臨床試験データ等が取得後、学会等の場で発表頂く計画。 

 

 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 

課題 1「事業資金の確保」 

研究開発費の確保が必要。 

・銀行および VC からの資金調達により研究開発

費を確保。 
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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 

変更前 既存製品では治療することができない M3 から M4 という脳血管の末端領域をターゲットとして細径

化を目指していた。 

変更後 まずは、既存製品と同様の治療領域である M1 から M2 をターゲットとし、他社製品よりも血管追従

性・柔軟性・輸送性の優位性を確保するために細径化を目指すこととした。また、この細径化プロ

セスは、将来的には従前の課題・ニーズを解決する可能性のあるものである。 

 

本事業開発ステントは、世界最小プロファイルを有しており、この細径であることが大きなセールス

ポイントの一つであった。細径であることにより、今まで治療できなかった領域（より細い血管）の治

療が可能になり、適応患者数の増加が見込めた。この世界最小プロファイルという特徴は、より細い血

管に運べるステントがほしいという医師のニーズを反映したものである。脳血管は奥（遠位部）にいく

ほど細くなっていくが、遠位部に飛沫して詰まった血栓は、そこに運べるデバイスがないと治療できな

い。そのため、医師はそこに運べるデバイスを欲しており、そのようなデバイスを開発してきた。また、

細径であることは、救うことができる患者数が増えるという社会的意義もさることながら、マーケット

の拡大も見込まれるため、ビジネスとしても大きな意義がある。 

しかしながら、PMDA に相談に伺った際、既存のデバイスで治療できない領域での治験を実施する場

合、新しく治験を組むことになり、株式会社 Biomedical Solutions にとってもチャレンジであるが、

PMDA にとってもチャレンジであるとの意見を頂いた。また、このなかで最も議論になったのは本事業

開発デバイスの治療適応領域であった。今回の開発機器ではより細径化を目指して、治療適用部位も頭

蓋内前方循環の遠位部 M3 及び M4 を狙っていたが、PMDA との相談で助言を頂いた通り、この領域に

ついては臨床実績がまだ蓄積されておらず、このため治験の組み方が非常に難しいとの内容であった。

これに関して川澄化学工業との相談では治験戦略上、いきなりハードルの高い M3 及び M4 を狙うので

はなく、まずは従来類似デバイスで臨床実績のある M1 及び M2 の領域を狙って治験に向けた準備を進

めていくとの結論になった。そしてさらに遠位部治療（M3 及び M4）へ向けた細径ステントについては

将来的に臨床研究として実施すること視野に検討することにした。 

一方、本開発事業の当初から大きな特徴となっている細径化を実現することによって、ターゲット領

域である M1 から M2 への輸送の際、他社製品と比較して血管追従性・柔軟性・輸送性が改善されるこ

とが判明。これは、今までの治療製品よりも血管への負担が少ない治療に繋げることができるものであ

り、細径化への取り組みを引き続き行っていくこととした。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 製品の規格について、明確には決まっていなかった。 

変更後 複数種類の規格を用意し、様々ケースの治療現場で対応できるような機器スペックを開発すること

とした。 

 

当初は、細径化製品を開発することに主眼を置いていた。 

実際に開発を進める中で、細径化された製品以外に、既存他社製品と同様の大きさである開発製品に

おいてもステント構造やステントとワイヤーの接合部を工夫することによって、血管追従性・柔軟性・

輸送性を向上させることができた。臨床現場では様々症例が発生し、複数種類の製品規格が準備されて

いる方が使いやすいといった現場での声を参考に、複数種類の最終規格を準備することとした。 
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(3) 事業化体制 

変更前 体制面が流動的であった。 

変更後 上市後を見据えた体制基礎を構築できた。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 本件開発ステントの仕様に合わせたカテーテルの開発について、元々は早期の上市を予定していた。 

変更後 ステント製品の開発を再優先し、一早く安全性の担保された製品を上市するために、開発時間及び

開発費用の大部分をステント開発に割り当てることとしたため、カテーテルの上市時期がステント

の上市時期と同じくらいのタイミングへずれ込む見込みである。 

 

金子コード株式会社で開発されたマイクロカテーテルの製品化時期が後ろ倒しになる予定である。金

子コード株式会社で製造しているマイクロカテーテルは極細のチューブからできており、このチューブ

を加工するには高度な技術が要求されているが金子コードでは既に規格を満たすマイクロカテーテルの

開発に成功している。しかしながら、新開発のカテーテルの場合、カテーテル自体の申請登録が必要に

なるため、ステントの薬事申請と合わせた時間、経済的負担が掛かってくる。そこでステントの上市ま

でのスピードを考えた場合、まずはステントのみ注力した薬事戦略を選択するする必要があると考えた。 

本事業開発ステントでは既存デバイスと同じ領域も治療可能でもあるため、上市スケジュールに合わ

せてそのステントに適合するマイクロカテーテルを現在検討中である。 
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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 ・届出申請は承認申請に修正のこと。【医療

連携推進機構】 

・修正致しました。 

・脳の血管はどこまで入っていかないとい

けないのか、どこまでやるのか、優れたと

ころを活かせる形でPMDAと相談しておく

こと。【医療機器センター 入村委員】 

・ 本 デ バ イ ス は 、 既 承 認 製 品

（Solitaire,Trevo）と同様の ICA、MCA

（M1、M2）の領域に適応し、既承認製品

と同等の性能を持つ旨をPMDAへ説明しま

した。PMDA も、適応領域が既存製品と同

様であれば、既存製品との同等性を確認す

るための試験プロトコルを検討すれば良い

のではとのことでした。 

知財対応 ・ヨーロッパでステントが強いドイツはピ

ンポイント的に見ておいた方が良い。【橋本

総合特許事務所】 

・本件、侵害特許調査等にて対応致しまし

た。 

欧州においては、フランスに BALT 

Extrusion 等のメーカーが散見されますが、

ドイツについては、メーカーより加工業者

が多く、ステントにおいてはやはり圧倒的

に米国が強いと思われます（※米国におけ

る侵害特許調査も実施致しました）。 

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

早期に PMDA への薬事相談を行い、その結果を

踏まえて薬事申請、事業化を戦略的に進めること。 

平成 26 年 9 月、12 月に PMDA と面談実施済。

事業化に向けた試験内容についての助言をいただ

き、薬事担当とも相談のもと試験を実施中。 
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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ステント量産化体制
の確認 
・１－１．ステントア
センブリ 
 
・１－２．量産化のた
めの実施体制の確認 
 
・１－３．知財戦略 
 

①ステント量産化体制の確認（株式会社 Biomedical Solutions、高島産業株式
会社） 
 
１−１． ステントアセンブリ 
製造バリデーション及び溶接バリデーションを確認する。 
ステントシステムの安全性を担保する上で重要な要素である接合部等の引張強
度を安定化させる為、設定済の溶接条件を確認。その他の製造条件についても
併せて再確認を実施する。 
 
１－２．量産化のための実施体制の確認 
上市を見据えた製造工程及び品質管理体制を再確認する（滅菌条件の確認を含
む）。 
製造治具やクリーンルーム内の作業環境の整備を実施する。 
 
１−３．知財戦略 
欧州及び米国以外での外国出願を実施する。また昨年度に付随した新たな特

許出願を検討する。ステントの最終仕様・規格が確定したこと、出願特許が本

年度公開になることを勘案し権利侵害性を改めて確認する。 

②非臨床試験(株式会

社

BiomedicalSolution、

学校法人東海大学、株

式会社東海メディカル

プロダクツ) 

 
・２－１.機械的安全性
試験 
 
・２－２.生物学的安全
性試験 
 
・２－３. 動物実験フ

ォローアップ（新規デ

バイスの安全性・有効

性試験） 

 
・２－４.安定性・耐久
性試験  
 
・２－５.使用模擬試験 

②非臨床試験（株式会社 Biomedical Solutions、東海大学医学部、株式会社東

海メディカルプロダクツ） 

コンソーシアムメンバーでの調査、臨床医からの意見、ＰＭＤＡとの相談結果

等を踏まえ、ステント及びステントシステムに関して下記評価試験を実施する。 

 

２−１．機械的安全性試験 
以下の実施済試験のデータを検証し、追加試験等を実施する。 
 
・半径方向剛性・・・ステントの拡張力の検証。 
・曲げ剛性・・・血管屈曲部でも柔軟に追従可能か検証。 
・使用模擬試験（輸送）・・・屈曲部や分岐部を通っても、目的部まで到達可能
か検証。 
・使用模擬試験（展開・収納）・・・キンクなどが起こらずに押し進め、展開及
び収納することができるか検証。 
・トルク試験・・・トルク（ひねる力）が加わった時の力の伝達を検証。 
・接合部強度試験・・・治療中の接合部の破断リスクの検証。 
 
２−２．生物学的安全性試験 
以下の実施済試験のデータを検証し、追加試験等を実施する。 
 
・細胞毒性・・・試験試料の細胞毒性をほ乳類培養細胞を用いて評価。 
・感作性試験・・・試験試料の遅延型アレルギー反応の一つである感作性を引
き起こす可能性を評価。 
・皮内反応試験・・・試験試料の抽出液による組織傷害性、刺激性を評価。 
・急性全身毒性試験・・・試験試料から抽出した抽出液中に、急性全身毒性を
有する物質が存在しないことを確認する。 
・血液適合性試験（血栓性・溶血性）・・・体内で循環血液に接触する医療機器
では in vivo 試験を用い、血栓症のリスク評価及び赤血球や白血球との相互作
用として、溶血性の評価を行う。 
 
２−３．動物実験フォローアップ（新規デバイスの安全性・有効性試験） 
  



7 

 ２－３－１.安全性試験 
ミニブタ（NIBS等）を用いた安全性試験(基準：GLP基準)を検討する。３回程
度被検物質あるいは被対象物質を操作し、一般状態、体重、剖検、処置部位（腎
動脈等）の病理組織学的検査（HE染色）を実施する予定。 
 
 ２－３－２.有効性試験 
ミニブタ（NIBS等）を用いた有効性試験の実施を検討する。擬似血栓を各種血
管に挿入し、被験物質で血栓を摘出し、回収率、灌流状況を確認、処置日に剖
検、処置部位の病理組織学的検査（HE染色）を実施する予定。 
 
２−４．安定性・耐久性試験 
  保存試験を実施する。 
 
２−５．使用模擬試験  
人工血管モデルを使用した使用模擬試験を実施する。ステントシステムの操作

性及び有効性及び安全性を確認することを目的とする。 

 

③FIM（First In Man） ③FIM（First In Man）（株式会社 Biomedical Solutions） 

国内施設又は海外インキュベーション施設（欧州、南米、アジア等）にて、

FIM（1～5症例程度）の実施を検討する。治験データ用の正式な治験を開始する

前の臨床試験として、本製品の安全性を確認する。 

④治験申請準備 

・４−１．治験プロトコ

ルの策定 

 

・４−２．治験申請の準

備 

 

・４−３．学会発表及び

論文投稿 

④治験申請準備（株式会社 Biomedical Solutions、東海大学医学部、株式会

社東海メディカルプロダクツ） 

薬事申請に向けた治験申請の準備を実施する。 

 

４−１．治験プロトコルの策定 

社内の調査や医師との打ち合わせ、ＰＭＤＡとの相談を基に治験プロトコル

案を策定する。 

 

４−２．治験申請の準備 

非臨床試験データをまとめ、上述３−１で策定したプロトコルを元に、治験申

請書類を準備する。 

 

４−３．学会発表及び論文投稿 

動物実験等から得られたデータをまとめ、学会発表や論文投稿を行い、顧客

対象となる医師に本事業開発製品の優位性の PRを実施するとともに、将来的に

エビデンスとして治験申請及び承認申請時のデータとして提出することを予定

している。 

⑤プロジェクトの管

理・運営 

⑤プロジェクトの管理・運営（株式会社 Biomedical Solutions） 

報告書作成、特許申請、経理・事務手続きを行う。 
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(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 ・非臨床試験項目の充実を図る。 

 -機械的安全性試験 ：申請に十分なデータを揃える計画 

 -生物学的安全性試験：同上 

 -動物実験     ：同上 

 -安定性・耐久性試験：同上（1 年を超える安定性試験は本事業終了後も継続） 

・使用模擬試験を十分に実施し、製品の特性及び安全性確保を図る。 

・FIM(First In Man)を実施し、本番の治験前段階で安全性確保を図る。 

・治験準備を実施し、必要なプロトコルの策定に着手する。 

知財対応 ・欧州及び米国以外での外国出願を検討（欧州、米国では出願済み）。 

・ステント最終規格製品について、全体の特許侵害調査を実施。 

技術・評価面 ・ステントアセンブリについて、バリデーションを実施。 

・量産化に向けた製品工程及び品質管理体制を再確認。 

その他事業

化全般 

・Biomedical Solutions で ISO13485 の取得体制を整備。 

・動物実験等で得られた臨床現場に近いデータを、学会発表や論文投稿を通じて見込顧客

である医師等に対して PR を実施。 
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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 

薬事関連の経験、知識が豊富な人材が社内にいないため、外部へ頼らざるを得なかった。本事業で偉

えたノウハウを社内に蓄積することで、今後の開発に活かすことが出来ると考えている。 

 

(2) 事業の進め方 

最終規格の決定を早めることができれば、更に前倒しで非臨床試験を実施することができた。しかし

ながら、臨床上の安全性を十分に確保した製品を開発する必要があると考え、最終規格決定に十分な時

間をかけることとした。 

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。 ○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。 ○十分
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。、 ○十分
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。 ○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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○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。 ○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。 ○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。 ○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。 ○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。 △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。 ○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。 ○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。 ○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。 ○十分
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。 ○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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(3) その他 

当初は資金的な余裕がなく、開発のネックとなっていた。 

現状、銀行および VC より資金調達を実施し、研究開発費を確保することができている。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

株式会社 Biomedical Solutions 

〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目 9番 8号 銀座王子ビル 5階 

電話: 03-5148-3338 / FAX: 03-3544-5836 / E-mail: info@biomsi.co.jp 


