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1. 事業の概要 

本品は、心筋梗塞急性期に再灌流療法と併用し、迷走神経刺激を安全かつ安定的に行うことで、心筋壊

死量を極小化するカテーテルシステムである。上大静脈に留置したバスケット型カテーテルにより徐拍

化を指標として迷走神経を電気刺激する。これまでにプロトタイプ機作製と QMS 体制構築、薬事・保険

戦略策定を行なっており、本開発期間において、薬事取得を目指した具体的戦略遂行（非臨床試験および

治験）を実施する。 
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1.1 事業の目的 

我が国において、再灌流療法の発展により心筋梗塞急性期死亡率は 1960 年代に比して 1/4 までに低下

したが、患者の約 30%がその後心不全に移行し（心筋梗塞後心不全）、不良な転帰を辿ることが知られて

いる（5 年生存率 50%以下）。心筋梗塞後心不全の発症は梗塞サイズの大きさに依存する。急性期に冠動

脈の閉塞を血栓溶解剤やバルーン、ステントにより解除する早期再灌流療法が梗塞サイズを抑制する唯

一の治療方法であるが、その早期化は限界を迎えており、再灌流療法のアプローチでは現状以上の梗塞サ

イズ縮小や予後の改善は難しいことが近年なり臨床エビデンスとして指摘されている。これまでにプレ

コンディショニング効果を有する薬剤もしくは心負荷を軽減させる薬剤により梗塞範囲縮小効果が得ら

れるとする基礎研究データは複数存在するが、大規模臨床研究で有効性を示すことができたものはほぼ

ない。臨床現場において有効性と安全性を両立しうる新規心筋梗塞サイズ縮小治療の開発は、今後起こり

うる心不全患者数の爆発的な増加を鑑みても急務であり、安全・安心な未来を希求する我が国にとって喫

緊の課題である。つまり、心筋梗塞において、再灌流療法に併用して梗塞サイズをさらに縮小する治療法

の開発は循環器医療において最も解決するべき Unmet needs である。 

 

これを解決するために、自律神経による循環調節の研究をこれまでに推進しており、その過程で、心筋

梗塞急性期に迷走神経刺激を行うことで梗塞サイズの劇的な縮小を認めることを明らかにしてきた。し

かし、直接的に頚部迷走神経に電極を巻いて刺激する方法は、高侵襲で、時間を要する手技であり急性期

医療に馴染まない。本治療を臨床応用するために、申請者らは、迷走神経が解剖学的に上大静脈後面を走

行していることに注目し、既存のペーシングカテーテルを上大静脈に留置することで、迷走神経心臓枝刺

激可能であることを実験的に証明した。また、同デバイスを用いることで犬心筋梗塞モデルにおける著明

な梗塞サイズ抑制と遠隔期の心不全予防効果を発揮することを示した。同シーズを応用し、AMED 先端計

測プロジェクト（平成 28 年度～30 年度）において、心筋梗塞への迷走神経刺激治療を臨床応用する手段

として、再灌流療法手技の障害にならない迷走神経に特化したカテーテル型迷走神経刺激装置の開発を

推進した。 

 

本事業ではこれまで得た知見とプロトタイプを元に迷走神経刺激カテーテルを製品化する。また、開発

したカテーテル装置の薬事承認を目指し、治験を含む具体的な薬事戦略の推進を行なう。 

 

※国内薬事承認申請: 2022 年 3 月 

※国内上市: 2022 年 10 月 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ニューロシューティカルズ 

PL： 三池 信也（株式会社ニューロシューティカルズ） 

SL： 朔 啓太（国立大学法人九州大学） 
共同体： ①国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 

  ②九州大学病院 ARO 次世代医療センター 
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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 ※未確認 

製品名 iVNS バスケットカテーテル 分類名称（一般的名称） ※未確認 

対象疾患 心筋梗塞 届出／認証／承認 ※未確認 

想定される販売先 大学病院、総合病院 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 目的：心筋梗塞治療  効果：徐拍化、心筋梗塞巣の拡大抑制 

薬事申請予定者 
株式会社ニューロシューテ

ィカルズ 

医療機器製造販売業許

可 
13B1X10190 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ニューロシューテ

ィカルズ 
医療機器製造業許可 12BZ200159 

 業許可  

 業許可  

 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） 2.4 億円／年（2025 年時点） 8 億円／年（2026 年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
100％（2025 年時点） 100％（2026 年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

装置構成： 

本品は迷走神経刺激による徐拍化を安定して一定時間

誘導することを目的としている。装置構成はカテーテル部

分と刺激コンソールの 2 つに大別される。 

1. 迷走神経刺激多電極カテーテル 

右頸部内頚静脈もしくは大腿静脈より挿入し、上大静脈

の外側にある迷走神経を静脈内から刺激する多電極カ

テーテル。24 個の電極を配置しているため、刺激を出力

する 2 電極を変更することで、最適な刺激位置を選択す

ることができる。これは、臨床において刺激電極をカテー

テル操作により最適部位に到達させるよりも、安全かつ

確実に迷走神経を刺激することにつながる。留置するバ

スケットは 3 cm 程度拡張し、静脈内腔に接する。 

2. 電気刺激装置 

電気刺激装置は、アルゴリズムにより最適に迷走神経  

電気刺激を行うソフト部分から成る。電気刺激の刺激強

度は 10-20 Hz で 1-10 V 程度と多数配置された電極が最適な刺激を行える電極の組み合わせを自動的に

検出するアルゴリズムを開発する。カテーテル留置後に、多電極から最も微弱な刺激により心拍応答が得ら

れる組み合わせを自動検出し、実際の治療時の刺激電極を選択する。刺激電極決定後は、徐脈（刺激前の

10%程度を想定）を誘発しつつ、血行動態を安定に保つために血圧や心拍数などの生体情報を刺激設定に

フィードバックすることで刺激強度および間隔を調整する。 
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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 

・最終目的(心筋梗塞治療)におけるユーザー:国内外における循環器内科における冠動脈インターベン

ションを行なう医療機関 

・薬事的初段階(徐拍化カテーテル)におけるユーザー:国内外における循環器内科における不整脈治療

を行なう医療機関および心臓外科手術を実施する医療機関 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

最終目的(心筋梗塞治療)におけるターゲット市場規模 

本邦における急性心筋梗塞治療症例は約 30 万症例である(矢野経済研究所調べ)。本品単独で用いる

場合は、ショックや徐脈を伴わないカテーテルインターベンション治療を行なう心筋梗塞症例であ

り、50-60%程度を見込んでいる。また、ショックを伴う症例で あっても本品に補助循環を追加する

ことによってさらに 10-15%の患者に使用可能となる。 保険償還価格に依存するために具体的な額を

提示することは難しいものの、心筋梗塞治療において標準化された場合には非常に大きな市場規模が

予想される。  

薬事的初段階(徐拍化カテーテル)におけるターゲット市場規模 

本邦における心房細動患者は 100 万人に達すると報告されており、罹患者には常に頻脈発作のリスク

がある。高齢化や並存疾患の増加に伴い、心不全もしくは心機能低下の合併は 20-26%(女性がやや多

い)であり、そのような症例では安易な徐拍薬投与が躊躇される場面が多々存在する。加えて、開心

術後の頻脈性心房細動における徐拍化にも大きな臨床意義が存在する。術後の心房細動は、高齢者で

は 70%以上の患者で出現するという報告もあるほどに一般的な合併症であり、本品は患者に対して侵

襲性の高いカルディオバージョンを行わず、患者の症状と血行動態安定化が達成できる。 

 

冠動脈バイパス手術における市場 

2017 年における冠動脈バイパス手術数は約 12,584 例であり、30-50%の患者は 軽度以上の心機能低

下を合併している。これらより、ハイリスク頻脈性心房細動患者をターゲットとした場合でも相当数

のニーズと市場があることが予想される。 
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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 

競合企業がないため評価できない。 

 

 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） 

※ 現在競合機器は存在しないが、薬事・保険上で考慮すべき類似機器を検討する。 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

薬事申請時期 非公開 

上市時期 非公開 

支出額（単位：億円） 1.18 2.29 2.86 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 うち補助対象 0.78 0.80 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.40 1.49 2.06 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 

 ② 海外 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

薬事申請時期 非公開 

上市時期 非公開 

支出額（単位：億円） 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 

 ③ 国内・海外合計 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

支出額（単位：億円） 1.18 2.29 2.86 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

 うち補助対象 0.78 0.80 0.80 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.40 1.49 2.06 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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” 

当社のビジネスモデルは開発した製品を販売力のある医療機器メーカーにブランドごと委託し、製品 
プロモーションも踏まえてコラボレーションする体制を取る。したがって販売は自社では実行せず、 
大手医療機器メーカーのマーケティング部隊を活用する。 
 

 

 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 

相談には行っていない。 

 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） 

本開発製品に関連する国内先行技術および特許について一色国際特許事務所に相談の上、詳細に検討

したところ、競合性はないとの結論を得た。 

 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 

新たにカテーテル形状の特許出願を準備中であり、来年度出願予定としている。またバスケットカテー

テルの広がり方に関してはブラックボックス化することで模倣品の追随を許さないようにしている。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

FIM 試験実施に向けた議論を継続している。 
 

 4) 販売戦略等 

 QMS 等の品質保証体制 

当社はすでに QMS 体制を保持しており、第一種医療機器製造販売業を取得した。本開発製品はこの

QMS に則って開発中で、上市後も品質の保持に努める。 

 

 

 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 心筋梗塞治療カテーテルとしての薬事承認

取得への高いハードル 

 

① まずは徐拍化カテーテルとして承認を取得

し、そののちに心筋梗塞治療カテーテルとし

ての承認を取得する 2段階方式をとる 

 

知財 
① 他社特許への侵害 

 

① 国内特許調査を完了、侵害性はないとの判断 

 

技 術 ・

評価 

① 臨床使用での煩雑さ 

 

① ヒアリングにおいてどのような使用方法に

すべきかを抽出し反映させる 

 

その他

事業化

全般 

① 新医療機器であるため、新たな保険収載が必

要 

 

① 既存の収載カテゴリーを使用しつつ、新規収

載を目指す 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

前開発期間において、QMS 体制での開発・品質管理を開始するとともに薬事戦略、特許戦略および保険戦略の策定を行なった。本開発期間は iVNS

の事業化に向け、薬事申請を行なうための具体的戦略を推進する。具体的な内容は以下である。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

iVNS バスケットカテーテル 迷走神経を刺激するための血管挿入型刺激カテーテル 

iVNS コンソール筐体 神経刺激するためのジェネレーター筐体 

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 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商品開発・評価 

(ニューロシューティカルズ) 

1)製品設計 

・QMS での設計レビューを完了させるため

にカテーテル設計図を完成させる。当社

の設計思想を元に開発協力企業にて設

計を進め、臨床現場でのユーザビリティ

などを考慮しながらレビュー資料を作

成する。 

2019 年 12 月末設計図 

・QMS での設計レビューを完了させるため

にコンソール設計図を完成させる。ソフ

トウェアバリデーションなど、基準に準

拠する形でコンソールおよびプログラ

ムの設計を進める。 

2020 年 2 月末設計図 

・完成した設計図を資料に設計レビューを

実施する。 

2020 年 3 月末レビュー報告書 

 

 

▶ 

【進捗 100％：おおむね計画通りに進行】 
1) 製品設計 
 カテーテル 

現在、カテーテルの細部の設計を終え、全体の

設計に反映させている。 
 コンソール 

要求仕様書が完成。全体の設計資料に落とし込

み中。 
2) 試作 
 カテーテル・コンソール共に予定通り。 
 カテーテル試作において、これまでの電極幅の

妥当性を検討するため二種類を試作し、動物実

験にて確認する予定とした。 

 

 

 

 

 

 

▶ 

２）に関して 
 試作品レビュー 
 動物実験による電極サイズサイズの最終

検討（こちらは犬での検討を優先させる可

能性もある） 
 
４）に関して 
 専門家がいる動物実験施設（濱口動物）に

て手技の習得をおこなったことから、今後

も適宜、濱口動物での補助を依頼するとと

もに、国立循環器病研究センターにおいて

も評価実験系を確立していく。国立循環器

病研究センターでは、非 GLP の範囲での

必要検証項目を犬もしくは豚で検証して

いく。 
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2019 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)試作 

・カテーテル試作を開始 

2020 年 3 月末試作品 20 本 

・コンソール試作を開始 

2020 年 3 月末筐体 3個 

4)各種試験 

(ニューロシューティカルズ) 

非 GLP 環境での安全性・血栓形成・徐拍

化確認試験の準備（動物モデルや試験プ

ロトコール確立）       

※分担機関と共同実施 

2020 年 3 月末試験報告書 

（九州大学） 

PMDA にて合意を得ている大動物を用い

た性能試験予定（追加説明あり）を受け

て、当該年度においては、NCI 社での機

器最終化終了後に同デバイスを用いて、

速やかに非試験に入ることが可能とな

るように、豚 10 匹程度を用い、5もしく

は 6 回の実験において各種手技（麻酔や

血圧含めたバイタル測定）や動物モデル

（心筋梗塞）の確立、カテーテル挿入手

技の確立を行い、予備的な検討をする。 

2020 年 3 月末 豚 10 頭を用いた 5-6 回

の予備実験の試験報告書 

 

 

 

 

4)各種試験 
九州大学にて犬実験を行い、電極サイズの検証を行

った。 
 
豚実験についてはモデル作成準備のために経験の

ある浜口動物にて行った。実際には豚 3 頭を用い、

現在、犬で行っているあらゆる手技が豚でも可能で

あることを確認した。実験報告書をニューロシュー

ティカルズ社に提出し、承認を得た。 
 
※報告書別紙 
 
 
 
 

② 臨床試験 

1)プロトコル作成 

(ニューロシューティカルズ) 

市場調査・九大 ARO 助言・PMDA 相談

における助言を統合し、臨床試験プロト

コルを策定開始する 
※分担機関と共同実施 
2020 年 3 月末相談議事録 

（九州大学） 
承認を目指した臨床試験戦略の策定と

▶ 

【進捗 80％：おおむね計画通りに進行】 
1) プロトコル作成 

(ニューロシューティカルズ) 
 準備中 

 
 
 
 
(九州大学) 

 九州大学 ARO などで繰り返し相談を行い、臨

▶ 

(国循担当分)  ※分担者朔は九大→国循 
 令和 2 年度前半で臨床試験体制（特定臨床

研究 or 治験）を決定する。内容自体はこ

れまでの薬事コンサルで絞り込んでいる

ため、体制に合わせて実施をしていく。 
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2019 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 

実施は本事業のコアである。実施項目 3
と連動をしながら、進めていく。KOL ヒ

アリング・九大 ARO 助言・PMDA 相談

における助言を統合し、臨床試験プロト

コルを策定する。 
初段階では、不整脈、心臓外科、心不全

の分野専門家に参画を依頼し、共同で早

案を作成。 
2020 年 3 月末相談議事録 
PMDA 事前面談にて概要を相談 
 

床試験のプロトコル作成に必要な助言を得た。 

③薬事戦略 

1)PMDA 相談 

(ニューロシューティカルズ) 

PMDA プロトコル相談事前面談（必要に応

じてフォローアップ面談）  

※分担機関と共同実施 

2019 年 11 月/2020 年 2 月 

（九州大学） 

前開発期間までに開発前相談を終えて

おり、本事業期間は承認を目指した、非

臨床、臨床試験のプロトコル相談を行

い、合意内容を実施する。 

2019 年 11 月/2020 年 2 月 

PMDA プロトコル相談事前面談（必要に応

じてフォローアップ面談） 

(九州大学病院) 

承認を目指した臨床試験戦略の策定と

実施は本事業のコアである。 

前開発期間までに開発前相談を終えて

おり、本事業期間においては、非臨床試

験の充足性相談および臨床試験のプロ

トコル相談を PMDA にて行い、合意内容

を実施する。資料作成にあたっては、KOL

ヒアリングなどの市場調査や九大ARO助

言の結果を統合する。 

▶ 

【進捗 50％：一部計画を変更し進行している】 
1)PMDA 相談 
（株式会社ニューロシューティカルズ） 
 未実施。来年度に実施予定。 

 
 
 

（九州大学） 
 PMDA 戦略 
前年度までの PMDA 相談（開発前相談およびフォ

ローアップ面談）において徐拍化カテーテルとして

の承認を目的とした治験計画をたてていくことに

関しては大筋の合意を得ている。 
▶ 

(国循および九大担当分) 

 上記と同様である。令和 2年度前半で臨床

試験体制（特定臨床研究 or 治験）を決定

する。内容自体はこれまでの薬事コンサル

で絞り込んでいるため、体制に合わせて実

施をしていく。 

類似機器の国際薬事状況の調査をさらに

進め、国外での戦略も徐々に作成していく 
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2019 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 

2020 年 3 月末相談議事録 

PMDA 事前面談にて概要を相談 

 

④知財戦略 

(ニューロシューティカルズ) 

1)知財調査 

本事業での成果物を上市するにあたり

他者の特許を侵害しないように、特許特

許事務所へ依頼し、競合知財の検索を実

施する。 

2020 年 3 月末報告書 

2)知財交渉 

現時点で公開されていない特許に関し

て、本事業期間内に公開されなおかつ本

事業での成果物が侵害する恐れがある

場合、当該企業に対し、当社へのライセ

ンスインの契約に関する交渉を実行す

る。 

2020 年 3 月末報告書 

 

 

▶ 

【進捗 100％：順調に進行している】 
1) 知財調査 
 一色国際特許事務所へ相談し、現時点で顕在化

している特許についての侵害性を検討しても

らった結果、特段に問題となる点が存在しない

ことを確認した。 
 伴走コンサルでの助言も受け、引き続きカテー

テル部分、コンソールおよび刺激プログラムに

関する特許調査を継続。 
2) 知財交渉 
継続中。 

▶ 

 

⑥販売戦略 

1)市場調査 

(ニューロシューティカルズ) 

・本事業での成果物の販売促進のため、

各分野の KOL リストを作成する。 

2020 年 3 月末 KOL リスト 

・ヒアリングを実施するため説明資料を

作成する 

※分担機関と共同実施 

2020 年 3 月末説明資料 

 ・本事業での成果物の販売促進および臨

床での使用方法などについてフィー

ドバックを受けるため、KOL へヒアリ

ングする。 

▶ 

【進捗 100％：おおむね計画通り進行中】 
1) 市場調査 
 (ニューロシューティカルズ) 

調査は計画通り進行中 
 説明資料作成 
 企業ヒアリング実施 
 KOL ヒアリング実施 
 報告書準備中 
 
2) 販売体制検討 
 数社と NDA 締結済み。 
 
(九州大学) 
 市場調査を行う資料の作成と同資料を用いた

▶ 
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2019 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 

※分担機関と共同実施 

2020 年 3 月末ヒアリング報告書 

・本事業での成果物の販売促進および販 

売提携先確保のため、企業にヒアリン 

グする。 

※分担機関と共同実施 

2020 年 3 月末ヒアリング報告書 

(九州大学） 

・ヒアリング説明資料作成。KOL や企業

に対してヒアリング、提案、プロモー

ション時に使用する製品プレゼンテ

ーション動画含めた説明資料作成を

行う。医療アドバイザーの立場から本

技術の説明を行う。 

2020 年 3 月末説明資料 

使用イメージ動画 

システム説明動画 

・KOL ヒアリング。機器の最終化、臨床

試験プロトコルから販売戦略に至る

までユーザーからのインプットは必

須である。NCI 社にてリストアップさ

れた KOL にヒアリングを実施しなが

ら、適切な臨床試験協力者の参画を依

頼する。医療アドバイザーの立場から

本技術の説明を行う。 

2020 年 3 月末 

ヒアリング報告書 3 名 

・企業ヒアリング。特に販売戦略の点で

他社との協業を視野に入れているこ

とから、現時点で興味を示している数

社を中心に議論を継続する。医療アド

バイザーの立場から本技術の説明を

行う。また、米国心臓病学会に参加し、

海外の治療デバイスに関する情報収

集と薬事取得状況調査を行い、上記に

ある KOL ヒアリングも同時に実施す

KOL のヒアリングを行った。資料については、

公開可能情報は全て HP 上で公開し、広く、医

療機器メーカーなどからの問い合わせを受け

付ける形とした。 
 
神経刺激の学術的、市場的な動向調査 
https://ivns.circ-dynamics.jp/neuromodulation1/ 
https://ivns.circ-dynamics.jp/neuromodulation2/ 
→調査を行った上で上記 2 つのサイトにて公開 
 
本機器の概要説明図 
https://ivns.circ-dynamics.jp/#menu4 
→公開可能情報を上記 URL のサイト内で公開 
 
 KOL および企業ヒアリング 
KOL として、心不全（筒井裕之九州大学教授）、

心臓外科（飯田充帝京大学准教授）、不整脈（坂本和

生九州大学助教）をチームに招聘し、協力研究員と

して議論を進めた。機器の仕様や臨床試験プロトコ

ルに関する助言を得るとともに、坂本先生において

は、上大静脈における不整脈アブレーション中の徐

拍効果について後ろ向きに九州大学データを検討

いただき、小数例であるが、上大静脈における通電

で徐拍効果が出現する症例があることを確認した。

企業ヒアリングについては、NCI 社とともに候補企

業数社と公開可能な情報の提供と意見交換を進め

た。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

15 

2019 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 

る。 

2020 年 3 月末ヒアリング報告書 2-3

社 

2)販売体制検討 

パートナー企業候補選定および交渉開

始 

2020 年 3 月末 NDA 契約書 

 

  



 

16 

(4) 2019 年度の到達点（総括） 

本年度では、カテーテル開発において設計を完了し、最終試作の段階に入ることができた。最終試作では臨床での有効性を検討するため電極幅を二

種類試作し動物実験にて試作評価する。また、コンソール開発においては、要求仕様作成を完了し筐体設計、回路設計、基板設計、プログラム開発に

入ることができた。次年度早期に試作を完了させる予定とする。薬事戦略では PMDA との事前面談を今年度実施する予定で、前回の相談より助言を

受けて、二段階方式（徐拍化カテーテル→心筋梗塞治療カテーテル）での承認取得を目指す。また、徐拍化カテーテル承認までの臨床試験計画として、

一段階目は特定臨床研究により、探索的な動作検証を行うことで大筋の方針を決定した。非臨床試験の一部は非 GLP で動作検証などを行うこととし

ており、同検証に用いる動物モデルの作成を行う。知財戦略においては顕在化されている他者特許への侵害性がないことを確認し、伴走コンサルにて

助言頂いた新たな特許出願を準備中である。販売戦略においては、数社と NDA を締結し、打ち合わせに入ることができた。また、AMED シンポジ

ウムにおいて大手企業とコンタクトができた。ヒアリングにおいては KOL の医師との面談を数回実施し、今年度末に報告書にまとめる。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 
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(2) 2019 年度補助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 

特になし。 

 

 2) 事業の進め方 

PMDA 相談が計画より若干遅延した。臨床試験戦略は本事業のコアであり、慎重にならざるを得ない

が、九州大学 ARO や KOL ヒアリング、その他コンサルテーションの結果をより早期に統合する仕組み

（会議計画や文章作成タイミングなど）を構築する必要がある。 

 

 3) その他 

開発資金調達タイミングにより各戦略の進行状況が遅延する可能性も考慮して計画を立てる。 
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(3) 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 

バスケットカテーテルの電極幅 電極幅変更モデルの試作を追加した 血管壁への密着性を考慮し、電極幅の長さを

2 種類試作することで有効性の確認をした

かったため。 

事業化体制  特になし  

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

PMDA・薬事戦略相談(12 月・3 月) PMDA・薬事戦略相談(3 月) 

 

3 月末時点 

PMDA への相談は来年度とした。 

徐拍化カテーテルとしての承認を目指し、第

一段階の臨床試験を特定臨床研究にて行う

方針とし、同方針に基づいた計画策定を行う

必要があった。さまざまな助言を統合し、3

月に PMDA 準備面談（臨床試験戦略の妥当

性、治験プロトコール）を行うこととした。 

 

(4) 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 徐拍化カテーテルとしての承認においては、臨床試験は安全性のみ

で良いのではないか? 

妥当性や必要検証事項を担保しながら、ハードルが低く最短距離と

なる臨床試験プロトコル案を作成し、PMDA 相談においても検討を

することとした。 

知財 刺激プロトコルや電極の数、使い方などのビジネス特許など知財化

できる部分がまだあるのではないか? 

新規特許及び周辺特許の創出を検討し、出願することとした。 

技術・評価 ストーリーシュミレーションを行うことを推奨する。 実際に使う場面を想定して、使い方や迅速性の検討を行うこととし

た。 

そ の 他 事 業

化全般 

他社との協業の可能性は? 継続的にアプローチすることとした。 
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(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 2 年度の事業概要 

2020 年度においてはカテーテル・コンソールの試作および量産試作を完了し、QMS に則った評価レビューの実施を実行する。次に評価レビュー

の後、安全性試験への移行を行ない、臨床試験を睨んだ製品開発を完了する。販売戦略としては製品販売を担う企業との交渉を進め、MOU までの締

結を完了する。薬事戦略においては臨床試験プロトコルの作成を完了し、2021 年度に予定する臨床試験（探索的特定臨床研究：N=5-10 にて不整脈

治療患者を対象とした徐拍化確認試験、安全性試験）への準備を開始する。最後に知財戦略としてコア特許の周辺特許、および新規特許創出を目指

す。 

 

(2) 令和 2 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

試作 ニューロシューティカルズ  カテーテル及びコンソールの試作・量産試作の完了 

各種試験 ニューロシューティカルズ  電気的安全性試験・EMC 試験、生物学的安全性試験、滅菌試験の完了 
大動物での安全性および有効性試験 

臨床試験 ニューロシューティカルズ  

/九州大学・協力医療機関 

臨床試験実施施設確定 
特定臨床研究に関するコンサルテーション 
臨床試験プロトコルの完成 
倫理委員会提出資料作成 

量産化 ニューロシューティカルズ  コンソールの製造技術開発の完了 

プロトコル作成 ニューロシューティカルズ  

/九州大学 

PMDA との医療機器プロトコル相談の実施 

知財出願 ニューロシューティカルズ  新規及び周辺特許の PCT 出願 

販売体制検討 ニューロシューティカルズ  販売協力企業との MOU 締結 

市場調査 ニューロシューティカルズ  KOL へのヒアリング 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
株式会社ニューロシューティカルズ  

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-24-6 

電話: 03-3818-6622 / FAX: 03-5840-8214 / E-mail: s.miike@nci-md.com 

 


