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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 3 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

国内発細径プロファイルのステント型血栓除去デバイス
㈱Biomedical Solutions 、高島産業㈱、金子コード㈱、東海大学医学部、㈱東海メディカルプロダクツ

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。

世界で最も細径化されたプロファイルを実現

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、血栓除去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（※ステントシステムとは、ステントとそれに接

合されるワイヤーを示す。ステントを回収する為にワイヤーが必要となる。）を開発し、平成 27 年度に

治験を開始し、平成 29年度に上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：株式会社 Biomedical Solutions 

PL： 正林 和也  （株式会社 Biomedical Solutions） 

SL： 長谷部 光泉 （学校法人東海大学医学部付属八王子病院） 

共同体： ①高島産業株式会社 

  ②金子コード株式会社 

  ③学校法人東海大学医学部 

  ④株式会社東海メディカルプロダクツ 
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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 Ⅳ 

製品名 
Tron FX (Thrombectomy 

device – Flexible) 
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 

使用目的又は効果 

本品は、急性期虚血性脳梗塞(原則として発症後 8時間以内)において、組織プラスミノーゲ

ンアクチベーター(t-PA)の経静脈投与が適応外、又は t-PA の経静脈投与により血流再開が

得られなかった患者を対象とし、血流の再開通を図るために使用する。 

薬事申請予定者 
株式会社東海メディカルプロ

ダクツ 
医療機器製造販売業許可 取得済（第一種）20B1X00012 

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 取得済 20BZ200075 

金子コード株式会社 業許可  

株式会社東海メディカルプロ

ダクツ 
業許可 取得済 23BZ000410 

 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 3月 平成 29（2017）年 3月 

上市時期 平成 30（2018）年 3月 平成 29（2017）年 9月 

想定売上（上市後 3年目） 20.9億円／年（平成 33（2021）年 3月時点） 24.3億円／年（平成 32（2020）年 3月時点） 

市場規模（上市後 3年目） 83億円／年（平成 33（2021）年 3月時点） 304億円／年（平成 32（2020）年 3月時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 25％（平成 33（2021）年 3月時点） 8％（平成 32（2020）年 3月時点） 

※想定売上は、本品単体による売上想定 ／ 市場規模は、競合品も含めた市場全体としての見込み 

 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マイクロカテーテルの開

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 0.43mm(0.017inch)のマイクロ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・操作性に優れたマイクロステントシステムの開発を目標とする。弊社製品のマイ

クロステントシステムは、ステント・プッシャーワイヤーから構成される。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ワイヤ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一時的に留置されるが、血

栓補足後回収される。 
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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 

・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

から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。 

現在の国内市場規模の想定としては、国内における年間の脳梗塞発症患者数が約 37.5 万人 (脳卒中の

発症患者数が約 50 万人/年であり、そのうちの約 3/4 が脳梗塞発症患者である) で、その 20%の約 7.5 万

人が本品適用対象疾患の心原性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、治療が必要な患者数は 37,500 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血栓除去デバイスを用いた血

管内治療の適応患者数は 11,250 人程度である。また、実際には血栓除去デバイスが複数種類併用されて

おり、血栓除去デバイスの販売本数は適応患者数の 1.1～1.2 倍程度は見込まれる。 

実際、2015 年現在、既存の血栓除去デバイスの国内市場規模は、少なくとも年間約 12,000 本（Solitaire 

FR 約 4,000 本、Trevo 約 4,000 本、penumbra 約 4,000 本）、総額で約 47.52 億円の販売実績がある。 

今後、高齢化が進む中で脳梗塞発症患者数が増加することが予想される。また、米国における最新の大

型臨床試験成績（合計 1287 症例）から、脳梗塞患者に対しては tPA 治療単独よりも tPA 治療とステン

ト型血栓除去デバイスによる血管内治療を併用した場合の方が有意な治療効果が得られたことから、今

後はステント型血栓除去デバイスによる治療が増加することが見込まれる。そのため、市場規模予測値

は、2020 年：21,900 本 / 83.00 億円、2025 年：22,200 本 / 84.13 億円、2030 年：22,300 本 / 84.51 億

円となる見込み（高齢者の脳梗塞の発症率が高いことから老年人口（65 歳以上）の増加率、及び心原性

脳梗塞の来院患者数の 50%がステント治療を実施するという仮定に基づき算出）。さらに、海外（欧州）

の市場規模は日本の約 4 倍（人口比より算出）と想定される。 

※出典：日経メディカル「急性脳動脈閉塞に血栓回収ステントが好成績」、総務省統計局ホームページ、

脳卒中治療ガイドライン、Merci リトリーバルシステム WG 報告書、全国労災病院患者統計 

市場規模予測計算（2020 年予測値） 

・想定販売本数：約 21,900 本  

 ［算出根拠］：年間脳卒中発症患者数約 50 万人 （2015 年現在の実績値） 

        × 3,612 万人 / 3,395 万人（2015 年から 2020 年にかけての 65 歳以上人口の増加率） 

× 3/4 (脳卒中発症患者のうち、脳梗塞発症患者の割合) 

× 20% (本品適用対象疾患の心原性脳塞栓症の割合) 

× 50% (8 時間以内に来院可能な患者の割合) 

× 50% (血栓除去デバイスを用いた血管内治療適用患者の割合) 

× 1.1 倍 (血栓除去デバイスの併用割合) ≒ 21,900 本 

・国内市場規模：21,900 本 × 379,000 円 ≒ 83 億円 

・海外市場規模：83 億円 × 4 倍 (5.13 億人/1.26 億人) = 332 億円 
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国内における 65 歳以上の人口推移 

 

 

血栓除去デバイスの世界市場規模の推移 

                    ※国内市場は赤にて表示 
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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。 

本事業におけるマイクロステントシステム開発により、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品の効果が期待できる。 
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(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 

 

競合製品及び競合企業 

急性脳梗塞におけるステント型血栓除去デバイスには 2010 年に米国にて販売された Solitaire FR 

Revascularization Device (Covidien/ev3 Neurovascular,Inc. CA, 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、他社でも類似したデバイスが開発されており、Trevo ProVue 

Retriever(Stryker/Concentric Medical,inc. CA ,USA) や Revive SE Neurovascular Thrombectomy 

Device (Johnson&Johnson/Codman&Shurtleff,Inc. MA, USA)が開発されている。 

 

〔競合製品図〕  

①Solitaire FR（Covidien/ev3）  

 

 

 

 

②Trevo ProVue Retrievier(Stryker/Concentric Medical)  

 

 

 

 

③Revive SE（Johnson&Johson/Codman）  

  

 

 

 

※Solitaire FR、Trevo ProVue Retrievier は、国内にて 2014 年に上市。Revive SE は未上市。  

 

脳血管ステント治療において、ステント型血栓除去デバイス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除去法では、マイクロカテーテルの内

腔が 0.53mm～0.69mm 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マイク

ロ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） 

 

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。上市されている Solitaire FR と Trevo ProVue Retrievier と比較。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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マイクロカテーテル

内腔のサイズが 0.53～0.69mm 程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）するためのマイクロカテーテ

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 0.43mm(0.017inch)のマイクロ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。 

 

 

 

  

Solitaire　FR Trevo ProVue 弊社開発品

適用カテーテル 0.027inch 0.021inch
0.017inch

(世界最小ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ)

曲げ柔軟性
追従性

△ △ ○

半径方向剛性（RF)
血管壁に与える力

大
(血管損傷ﾘｽｸ高)

大
(血管損傷ﾘｽｸ高)

小
(血管損傷ﾘｽｸ低)

血栓補足性 ○ ○ ○

適応血管
末梢到達性

血管径2～4mm 血管径2～4mm 血管径1～4mm
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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 

 
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

【製品名】 実績

量産機開発 計画

【製品名】 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

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①ISO13485申請準備 ①ISO13485申請準備
②CEマーキング申請準備

①治験
②PMDA承認申請
③ISO13485申請
④CEマーキング申請

①上市予定

①ステントシステムの設計
②微細加工技術を用いたステント設計・試作
加工
③マイクロカテーテルの開発
④ステントシステムの試作・評価

①ステント量産化体制の構築
②評価試験
③プロジェクトの管理・運営

①評価試験
②FIM（First In Man）

薬事戦略を再考した結果、治験症例数を少なくするために、既存他社製品との比較
の中で開発製品の安全性・有効性を十分に検証することとなり、当初予定していた以
上に非臨床試験ﾃﾞｰﾀ（主に機械的安全性試験）を取得することとした。そのため、非
臨床試験の期間が伸びる一方、治験にかかるｺｽﾄ・時間の短縮が可能となるため、
最終的な上市目標時期は変更なし。

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

量産試作

量産試作

機械的安全性試験

生物学的安全性試験①

プレ動物実験②

滅菌バリデーション

保存耐久性試験

FIM 治験プレ動物実験①

プレ動物実験

薬事体制づくり

ISO 設計開発の構築

PMDA 薬事事前面談

ISO 内部監査 ISO 認証監査

CE Marking 申請準備

★H29.3 PMDA承認申請

★H29.3 ISO13485申請

★H29.3 CE Marking申請

PMDA 対面助言

薬事体制づくり

ISO 設計開発の構築

PMDA 薬事事前面談

出願準備
★H26.2 知財出願

国際出願準備
★H26.8 知財国際出願

出願準備
★H26.2 知財出願

国際出願準備
★H26.8 知財国際出願

販売計画作成 販売体制の確立

広報戦略・実施

市場調査 販売計画作成

機械的安全性試験

生物学的安全性試験

滅菌バリデーション

★H30.3 上市（国内）

★H29.9 上市（海外：欧州）

動物実験

プレ動物実験②

生物学的安全性試験②

生物学的安全性試験②

FIM

動物実験

治験準備

CE Marking 申請準備

学会発表等
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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） 1.50 2.20 2.90 0.60 0.60 4.10 6.10 6.20 6.30 6.30 

 うち委託費 0.70 0.71 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.80 1.49 2.90 0.60 0.60 4.10 6.10 6.20 6.30 6.30 

売上高（単位：億円） － － － － 6.82 13.27 20.85 21.22 21.60 21.60 

販売数量（単位：） － － － － 1,800 3,500 5,500 5,600 5,700 5,700 

 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） － － － 1.30 4.30 6.40 8.70 13.50 13.50 13.50 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － 1.30 4.30 6.40 8.70 13.50 13.50 13.50 

売上高（単位：億円） － － － 4.93 16.30 24.26 32.97 51.17 51.17 51.17 

販売数量（単位：） － － － 1,300 4,300 6,400 8,700 13,500 13,500 13,500 

 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） 1.50 2.20 2.90 1.90 4.90 10.50 14.80 19.70 19.80 19.80 

 うち委託費 0.70 0.71 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.80 1.49 2.90 1.90 4.90 10.50 14.80 19.70 19.80 19.80 

売上高（単位：億円） － － － 4.93 23.12 37.52 53.82 72.39 72.77 72.77 

販売数量（単位：） － － － 1,300 6,100 9,900 14,200 19,100 19,200 19,200 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 2) 投資計画 

平成 26 年度以降 投資計画 

① 製品製造経費  ：87 百万円 

② 知財関連経費  ：15 百万円 

③ 研究開発費   ：558 百万円 

 

合計：660 百万円 

 

 3) 回収計画 

現状、本製品に関する国内市場規模は年間 12,000 本程度である。また、高齢化による適用患者数の増

加、ステント治療実施施設の拡充を考慮すると、市場規模が拡大する可能性は高い。血栓除去デバイス

の単価は、既存製品が約 37 万 9 千円/個であり、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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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”   

・国内市場へのマーケティング戦略 

本品を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にて、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。 

これより今後は、頭蓋内ステント治療に実績のある先生方より新技術のセミナーとして毎年開催される

日本脳神経血管内治療学会学術総会等のランチョンセミナーや発表で本品を国内外で発信していく。 

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い、上市前から周知していく。 

上市後も頭蓋内ステント治療に実績のある先生方に学会等で引き続き本品を取り上げて頂き、アピール

を続ける。 

 

・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 ISO13485 認証等の取得

準備を開始し、EU 圏内のインキュベーションセンター等での治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 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

昨年度までは、薬事戦略相談（個別面談、事前面談）を複数回に渡り実施し、非臨床試験を中心とし

た薬事戦略全般について相談を実施してきた。本年度においては今後の臨床開発に臨むにあたり、製造

販売業者と共に PMDA と治験プロトコルや治験デザイン等、臨床開発の具体的な方針について相談を実

施した。 

 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） 

ステントの構造特許については、既に世界各国の医療機器製造販売業者が各々で多くの特許を保有し

ており、特許取得が非常に困難な分野とされている。その為、今回弊社が開発したステントの構造特許

についても事前に特許になっているものから特許出願中のものまで幅広く調査範囲を設けて先行技術調

査を実施した。 

調査の結果から、弊社の開発したステントの構造特許については特許抵触の可能性が無いものと判断

し、国内及び PCT 出願、国内移行手続きを実施。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

本事業開発製品であるステント型血栓除去デバイスの開発に際して、大きなリスクとなるのは①既存

製品との差別化、②既存特許の侵害、③開発資金の調達、である。 

①既存製品との差別化については、既存製品では治療することができない末梢血管領域へ到達可能な

設計とした。 

②既存特許の侵害については、ステント特許は網の目のように細かな特許が張り巡らされているため、

既存特許を侵害しないように開発を進めることが重要となる。弊社は、医療機器の技術及び特許に精通

しており、国内最大手の国際特許事務所と共に、事業化初期の段階から知財戦略の検討を実施してきた。 

③開発資金の調達については、医療機器の開発には試作品開発資金、知財戦略用資金、非臨床試験実

施資金、治験実施資金、製品 PR 用資金など、上市に向けて多額開発費用が必要となり、最も大きな開発

リスクとなっていた。弊社は、本件委託事業に採択していただいたことで、本件開発の大部分の資金を

調達することができ、また、2014 年には国内医療機器支援ベンチャーを中心に 1 億 5 千万円の資金を調

達した。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

本事業開発製品は、薬事申請におけるクラスⅣとなっており、申請に必要となる試験データは多岐に

わたる。既存他社製品の申請状況をオンタイムで確認し、また、QMS 省令や ISO13485、ASTM、FDA

規格などを確認しながら薬事申請用の試験項目を決定した。 

現在、非臨床試験を実施し、今後の臨床試験に向けたデータ作成中である。 

 

 臨床開発に向けた対応 

PMDA 相談を踏まえて、国内において脳卒中における血管内治療の実績がある病院施設及び臨床医と

今後の臨床開発の方向性について、相談し本品を用いることによる臨床上でのメリットについて整理頂

いた。またそれにより上市後における競合製品（海外品）との差別化を明確にすることができ、製造販

売業者のマーケティング戦略立案に繋げることができた。 
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 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

国内においては、治療の際に本品と組み合わせて使用する医療機器の販売実績がある製造販売業者と

提携し、海外においては、現地の商社や販売業者との大きな販売連携網を有する製造販売業者と提携す

ることで、国内外における販売チャネルを確保した。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

弊社は、ISO13485 準拠の製造業（設計・開発）の認証取得に向けた開発体制を構築完了し、また最終

的な製品の製造組立を実施する製造業者は、既にクラスⅣのおける医療機器製造業及び ISO13485 認証

を保有しており、本品についても同様に国内及び海外承認(CEMark、FDA510k)に耐えうる製造管理体

制及び品質管理体制を構築した。 

 

 広報・普及計画 

頭蓋内ステント治療に実績のある先生方より新技術を紹介するセミナーにて本品を発表頂き国内外で

発信していく。 

今後、臨床開発を進めていくにあたり上記広報・普及活動を進めており、以下の医療機器セミナーや

国内屈指の学会にて本品を発表頂いた。  

2016 年 2 月 21 日 ＠ヒルトン福岡シーホーク 

 国内屈指の学会である JET2016（Japan Endovascular Treatment Conference 2016）の医工連携セッシ

ョン「皆で学ぼう 元祖、脱ガラパゴス！~ガラパゴスが世界標準になるには~」日本発医療機器開発

案件として、神戸市立医療センター中央市民病院：坂井信幸先生に医療現場のニーズおける本品の重

要性等を発表頂いた。 

 

今後も臨床の最善線で活躍されている先生方に、国内・海外での大きな学会等で引き続き本品を取り

上げて頂き、アピールを続けていく。 
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 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 「治験データの確保」 

・本品の治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

確保が困難と考えられる。 

①「治験データの確保」 

・PMDA 薬事戦略相談において、非臨床試験段

階で競合製品 Solitaire FR、トレボ プロ クロ

ットリトリーバーとの比較試験を充実させる

ことで、既承認品との差分を埋め、同等性を示

すことができれば、必要となる臨床評価成績を

最小限とすることができる可能性を示唆いた

だいた。 

・薬事戦略上、非臨床試験（特に機械的安全性試

験）データを充実させることで、治験データの

確保を最小限に抑えられるよう対応する予定。 

知財 

①「特許の取得」 

対象特許出願：4 件 

A）基礎出願① 

B）国内優先権主張出願 

( A の内容は B に取り込まれており、A はみなし

取り下げ。) 

C）基礎出願② 

D）C の分割出願 

⇒C、D ともに特許取得 

E）B からの分割出願 

⇒B とは異なる観点で権利化を検討中。 

 

②「他社特許の侵害」 

B の好ましい実施形態として示されたステント 

が他社特許を侵害しないか？ 

①「特許の取得」 

・B について、2014 年 8 月に PCT 出願済。 

⇒米国や欧州等、主要国へ移行手続を完了。 

オーストラリア出願分については、2015 年 11

月に、特許査定通知あり。 

・C の基礎出願②について、米国出願実施済で有

り、既に特許登録されている。 

 

 

 

 

 

②「他社特許の侵害」 

課題は解決した。侵害する可能性がある特許権が

1 件有ったが、特許存続期間切れの為、課題は解

決した。 

技 術 ・

評価 

①「血栓の捕捉性」 

・問題なく回収可能かどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「血管内における展開・回収時の安全性の確認」 

・臨床上の安全性という観点から最も重要となる

要素 

 

 

 

 

①「血栓の補足性」 

・昨年度事業において、人工血管モデル（実血管

に即して製造された、実際の臨床データとして

も使われているもの）を用いた使用模擬試験、

動物実験を通じて 既承認 2 製品：Solitaire 

FR、トレボ プロ クロットリトリーバーと同

等以上の血栓補足性を確認できている。 

・今年度事業においては、Solitaire FR、トレボ 

プロ クロットリトリーバーを用いた治療実績

が豊富な脳神経外科医に使用模擬試験を実施

頂いた。また、GLP 施設で動物実験を実施、

既存製品と同等以上の評価を確認。 

 

②「血管内における展開・回収時の安全性の確認」 

・人工血管モデルを用いた使用模擬試験により、

既承認 2 製品：Solitaire FR、トレボ プロ ク

ロットリトリーバーと比較した結果、血栓回収

動作時における血管モデルの変形が明らかに

軽減されており、既承認製品と同等以上の安全

性を確認できている。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「カテーテル内における輸送性・操作性の確認」 

・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 

・今年度事業においては、使用模擬試験より、頭

蓋内モデルの M2～M3 領域という末梢且つ屈

曲部位においても、スムーズにステントを展開

回収することができた。 

・また、①に記載の通り GLP 施設の動物実験に

より、適用対象となるサイズの血管においても

スムーズに展開回収することができた。 

 

③「カテーテル内における輸送性・操作性の確認」 

・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

直しした結果、カテーテル内におけるデバイス

の輸送性・プッシャビリティが改善でき、既承

認製品と同等以上の操作性が確保できている。 

・今年度事業においては、使用模擬試験により、

輸送性・プッシャビリティについて臨床医の先

生に好評価を頂いた。 

 

その他

事業化

全般 

①「事業資金の確保」 

・今後の治験計画を見据えた上で、4～5 億円以

上の外部資金確保が必要。 

①「事業資金の確保」 

・本件事業の進捗を評価していただき、昨年度に

おいて国内投資ファンドから 150 百万円の資

金調達を実施。 

・現在、追加での資金調達について検討している。 

・海外の販売について、大規模な販売網を持つ、

製造販売業者との提携が実現した。 
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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 

ステント量産化体制を確認し、開発製品販売開始後を見据えた体制を強化する。非臨床試験等の評価試験を実施し最終規格製品の安全性を十

分に確認したうえで、FIM（First In Man）を実施し、治験申請に向けた準備を行う。 
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(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

Tron FX (Thrombectomy device 

―Flexible) 

 

        
 

 ステント型血栓除去デバイス（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：Tron FX 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。Tron FX 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。Tron FX 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除去法では、マイクロカテーテルの内腔が 

0.53～0.69mm 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。Tron FX は、世界最小プロファイルである内腔

0.43mm(0.017inch)マイクロカテーテルに実装可能であり、高い輸送性を実現している。 

マイクロカテーテル（Tron FX 推奨

品） 

本事業で開発しているマイクロカテーテルは、Tron FX 推奨品であり、急性期脳梗塞の治療の際、Tron FX 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おり、ステントデバイスの

輸送性及び、血管内における推進性に優れている。 
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(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ステント量産化体制の確認 

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。 

▶ 

①ステント量産化体制の確認 

1-1.ステントアセンブリ 

実施した非臨床データのバラツキを検証し、規

格値を満たす製品が製造されていることを確認

した。 

 

 

 

 

 

1-2.量産化のための実施体制の確認 

 今年度、下記の製品製造に関わる企業ごとに、

製造バリデーション、製品検査方法・基準の確認

整備等を実施し、最終梱包品を製造する製造ライ

ンを確立した。 

 

 

1-3.知財戦略 

国内に加えて海外主要国への移行手続き完了。 

また、権利侵害性の調査結果を検証し、権利侵害性

の問題はないことを確認した。 

 

▶ 

①ステント量産化体制の確認 

1-1.ステントアセンブリ 

現時点における製造・溶接条件もとで、規

格値を満たす製品製造ができることを確認

でき、更なる品質向上を図るため、製造工

程・溶接工程につき検証を実施した。 

 

 

 

 

1-2.量産化のための実施体制の確認 

治験用製品の製造過程を通じて、引続き、

量産・販売体制を検証する。 

 

 

 

 

1-3.知財戦略 

現在の外国出願審査状況を見ながら、更なる外

国出願を検討する。 

②非臨床試験 

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 

実施済試験のデータを検証し、追加試

験等を実施する。 

 

▶ 

②非臨床試験 

 

 

 

 

 

2-1.機械的安全性試験 

自社で導入した機械的安全性に関する試験設備

を用いて、試験を実施した。 

 

▶ 

②非臨床試験 

 

 

 

 

 

2-1.機械的安全性試験 

非臨床試験データに厚みを持たせる為、追

加での機械的安全性試験を実施しデータ量

を確保してきた。申請に必要な試験データ
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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 

 

 

 

 

2-2.生物学的安全性試験 

実施済試験のデータを検証し、追加試験等

を実施する。 

 

 

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） 

 

2-3-1.安全性試験 

ミニブタを用いた安全性試験(基準：

GLP 基準)を検討する。 

 

2-3-2.有効性試験 

ミニブタを用いた有効性試験の実施を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

2-2.生物学的安全性試験 

実施済データを解析し、追加試験を実施した。 

 

 

 

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） 

昨年度までで、動物実験を繰り返し、血栓回収

の有効性・治療過程における安全性の優れた仕

様として最終仕様を決定した。 

 今年度は、機械的安全性試験、生物学的安全

性試験の一次データを解析した結果、現在の製

造工程において、規格値を満たした製品を製造

することが可能であることが確認された。 

規格値を満たした最終仕様製品を用いて有効

性試験及び安全性試験を実施し、申請用データ

を取得した。 

現状、GLP 施設での実験を実施した結果、比較

対照製品と同等以上の有効性・安全性を確認し

た。 

 

 

2-4.安定性・耐久性試験 

安定性・耐久性評価を実施し、問題ないことを

確認した。 

 

 

2-5.使用模擬試験 

GLP 施設を用いて使用模擬試験を実施した。人

工血栓を、モデルに梗塞させ、血栓回収試験を

実施したところ、既存他社製品と同等程度の回

収性能が確認された。 

の取得は略完了。PMDA 相談の中で追加実

施すべき項目がでてきた際は、都度対応す

る。 

 

2-2.生物学的安全性試験 

現状、申請に必要となる非臨床試験データの

取得は略完了。PMDA 相談の中で追加実施す

べき項目がでてきた際は、都度対応する。 

 

2-3.動物フォローアップ（新規デバイスの安全

性・有効性） 

現状、申請に必要となる非臨床試験データの

取得は略完了。PMDA 相談の中で追加実施す

べき項目がでてきた際は、都度対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4. 安定性・耐久性試験 

実置きによる試験を追加実施し、安定性・耐

久性を評価する。 

 

 

2-5.使用模擬試験 

現状、申請に必要となる非臨床試験データの

取得はほぼ完了。PMDA 相談の中で追加実施

すべき項目がでてきた際は、都度対応する。 
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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 

 今年度事業においては、使用模擬試験を実施

した結果、既存製品と同等以上の評価を確認し

た。 

 

③ FIM（First In Man） 

国内施設又は海外インキュベーション施設

にて、FIM の実施を検討する。 

 

▶ 

③ FIM 

FIM 実施体制を構築した。 
▶ 

③ FIM 

FIM 実施体制を構築済であり、今後検討すべ

き課題なし。 

④治験申請準備 

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 

PMDA との面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 4−1 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。 

▶ 

④治験申請準備 

 

 

4-1.治験プロトコル策定 

治験に向けてプロトコルを策定。 

 

 

4-2.治験申請の準備 

治験申請を実施する予定の製販企業と打合せを実

施し、治験申請用書類を作成。 

 

 

4-3.学会発表及び論文投稿 

以下の医療機器セミナーや国内屈指の学会にて本

品を発表頂いた。 

  

2016/2/21 ＠ヒルトン福岡シーホーク 

JET2016 （ Japan  Endovascular Treatment 

Conference 2016） 

 

▶ 

④治験申請準備 

 

 

4-1.治験プロトコル策定 

引続き、治験プロトコルを作成する。 

 

 

4-2.治験申請の準備 

 引続き、PMDA及び製販企業と連携しながら治

験申請用書類を作成する。 

 

 

4-3.学会発表及び論文投稿 

引続き、動物実験、臨床などの試験データを

用いて、学会発表や論文投稿を通じて、顧客

対象となる医師に対して本品の PR 活動を実

施する。 

⑤プロジェクトの管理・運営 

報告書作成、特許申請、経理・事務手続き

を行う。 

▶ 

⑤プロジェクト管理・運営 

 プロジェクト全体の進捗管理、日常的な経理・事

務手続きを実施した。 

▶ 

⑤プロジェクト管理・運営 

 引き続き、プロジェクト管理・運営を実施。 
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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 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

本件委託事業開始前に出願済であった特

許を用いて設計開発を実施。 

本件委託事業実施 1年目で新たに出願した

特許を用いて設計開発を実施。 

当初の特許と比べて、ステントの曲げ柔軟

性を高くし、また、キンク抵抗を高くするこ

とができる設計とした。 

事業化体制 製造販売業者として、川澄化学工業㈱を想

定。 

国内における製造販売業者として㈱東海

メディカルプロダクツと提携し、海外におけ

る製造販売業者として大塚 HDGr:㈱JIMRO

と提携。 

事業進捗とともに、多数の企業が製品販売

へ興味を示してもらい、国内・海外ともに、

販売力の強い企業へと変更した。 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

事業期間終了時、FIM 実施検討までを想定し

ていた。 

 

事業期間内に、FIM 実施体制の構築が完了。 国内・海外ともに臨床経験豊富な先生方の

協力により、FIM 実施体制を早々に整えるこ

とができた。 

 

(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 製造販売業者と PMDA 相談へ行くこと。 製造販売業者と共に開発前相談を PMDA と実施し、非臨床試験項

目や治験戦略について相談の上、開発を進めた。 

知財 ステントの特許を成立させるのは困難であり、戦略的に出願する必

要あり。 

国際的な特許出願に強い特許事務所と綿密な連携を取り、1 年目で

特許を、2 年目に改良特許を出願し、国内特許が成立。また海外の主

要国においても特許が成立。更に市場が期待できる海外主要国にて国

内移行手続きを実施した。 

技術・評価 競合製品との比較を十分に実施し、違いを明確化すること。 薬事申請に必要となる非臨床試験項目において、本品と競合製品と

の比較検証を実施した。有効性、安全性について、同等以上の性能を

有していることを確認した。 

そ の 他 事 業

化全般 

医療機器開発に必要となる、治験を含めた資金を確保すること。 開発用の資金として、国内ファンド 3 社から合計 1 億 5 千万円の資

金調達を実施し、開発資金確保に成功した。 

追加の資金調達も可能な体制を構築。 

販売力のある製造販売業者とビジネス体制を構築すること。 国内市場及び海外市場共に販売力のある製造販売業者とビジネ

ス体制を構築することができた。 
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(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

【平成 25年度】 

・最終製品の薬事申請、そして上市後の販売を行う役割を担う製造

販売業者を、アドバイザではなく、事業実施機関として追加すること。

なお、再委託費が発生するか否かは問わない。 

・製造販売業業者を事業実施機関（再委託先）として追加をした。 

・また、事業進捗に伴い複数の企業が興味を持っていただき、上市経験・販

売力のある製造販売業者を事業実施機関として追加した。 

【平成 26年度】 

・早期に、製造販売業者を含め、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。 

・製造販売業者を含め、PMDA へ薬事相談を実施、その内容を踏まえて薬事

申請に向けた非臨床試験項目を設定し、事業開発を推進した。 

 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

 

① 市場性 

市場規模は拡大傾向である。本事業開始時においては、心原性脳梗塞治療には t-PA 治療が有効であると言われていたが、2015 年 5 月に日経メ

ディカルでも掲載されたように米国での最新臨床試験（合計 1287 例）の結果、t-PA 単独での治療よりも t-PA にステント型血栓除去デバイスを併用

した治療法がより有効な治療効果（再開通率、90 日後の生活自立率の有意な改善）が得られることが明らかとなった。 

また、世界的な高齢化が進む中で、国内・海外ともに、今後の症例数は増加するものと思われる。このため、今後もステント型血栓除去デバイ

スの市場規模は世界的に拡大することが予想される。 

 

②競合製品・企業との差別化 

本事業で取り組んできた非臨床試験の結果、機能性及び安全性の両面において、競合製品である Solitaire FR、Trevo ProVue との同等以上の機

能性が確認された。また本品は 0.017inch の最小マイクロカテーテルに実装可能であり、従来デバイスの輸送が困難であった抹消血管領域までアク

セスすることが可能である。 

 

③上市に至るまでのプロセス 

  本事業を通して、当初の計画通りに非臨床試験の実施及び臨床開発の体制を構築することができた。今後の臨床開発においては、脳卒中治療に実

績のある医療センターと行っていく予定である。 

  治験終了後は、CE マーキングの申請と国内申請を同時に行う予定であり、現在 CE マーキング申請に向け欧州代理人の選定を検討している。国

内申請向けには製造販売業者と共に薬事戦略を構築中である。 

 

④投資回収 

  本事業開始当時と比較して、ステント型血栓除去デバイスの販売本数実績は急激に増加している。今後も、ステント型血栓除去デバイスの市場は

増加する見込み。 

 現在市販されているステント型血栓除去デバイス（Penumbra 社：吸引カテーテルを含む）は 3 製品であるが、本品の上市 5 年後には、国内にお
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いて既存製品と同等以上のシェア（25%以上）を、海外においても 15%以上のシェア確保を目指す。上市後 5 年後の国内・海外の想定売上は合計 70

億円程度であり、本事業の支援金 2.2 億円及び想定投資額約 7.5 億円は十分回収可能である。 

 

⑤現状と今後の目論見 

  現状、非臨床試験の実施が完了、FIM 実施体制を構築。今後は、当初計画以上の市場ニーズがある中で、製造販売業者と協力関係の下、平成 28

年度に臨床試験を実施、平成 29 年度の上市を目指す。 

 

(1) 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  PMDA と対面助言を実施、非臨床試験結果の検証及び治験実施に向けた計画を策定する。 

 治験プロトコルの作成、実施施設へのワークショップ開催、治験対応を実施する。 

 治験実施後の承認申請について対応を実施する。 

知財  現在国内移行済みの海外特許  について、承認に向けた対応を実施する。 

 出願未済である、血栓除去デバイスを用いた血管内治療の需要が高まりそうな海外国について、国内移行を検討する。 

技術・評価  治験実施期間中も、競合他社製品の動向について論文等を使ってチェックする。 

 数年先におけるステント型血栓除去デバイスの業界環境を見越し、必要であれば本品の次のタイプの開発を検討する。 

そ の 他 事 業

化全般 

 学会等による製品 PR を実施し、国内発のステント型血栓除去デバイスとして、上市後の販路拡大戦略を検討する。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

(2) 自己評価理由 

ステント型血栓除去デバイスの市場規模が、本事業当初から 3～4 倍以上まで急速に拡大している。ま

た、ステント型血栓除去デバイスの臨床における明らかな有効性を示すデータの発表がなされ、血管内

治療が標準化すると共に今後も市場規模は拡大することが十分に見込まれる。 

各種の学会及び臨床医の意見より急性期脳梗塞の治療ニーズが抹消領域に拡大しており、既存製品で

は到達することのできない治療領域をターゲットとしている本品は、競合他社に先行して治療ニーズを

反映させることができている。 

事業の進捗度、製品コンセプト、市場動向、本件補助金事業によるバックアップがあること等、複合

的な要素を評価していただき、国内外においてトップレベルの臨床実績を誇る臨床医の協力を得ること

ができた。これにより、当初計画より前倒しで臨床開発が可能となり、また、今後における治験の症例

数確保等事業進捗をスムーズに実施できる目処を立てることができた。 

また、国内及び海外において、販売力のある製造販売業者と提携することができ、上市後の投資回収

プランを強化することができた。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

  

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。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○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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1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点  

 

(1) 事業体制 

ISO13485 取得に向け、弊社及びコンソーシアム企業を含めた体制を早急に構築すべきであった。 

 部材業者・製造業者間における出荷検査及び受入れ検査等、品質管理体制面について、早期に着手す

べきであった。 

 

(2) 事業の進め方 

血管内治療の中でも特にステントは特殊なため、経験ある薬事及び品質管理の専門家を早期に協力頂

く必要があった。 

 

(3) その他 

医療機器の開発は莫大な資金が必要であり、当初の想定を超える開発費用がかかったこともあり、ベ

ンチャーキャピタル等からの資金調達計画を明確に準備しておく必要があった。 

 

1.10 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 4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: k.shobayashi@biomsi.co.jp 

 


