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1. 事業の概要 

下肢静脈瘤の治療は伏在静脈の抜去術などの術式が標準的治療であったがこの術式では数日間の入院

が必要であった。数年前より安全で日帰り可能な治療方法として血管内レーザ焼灼術が行われるように

なった。しかし現在国産の治療器は存在せず価格面及び国内医師の要求への対応が困難となっている。こ

れを解決するために、国内医師への要求に応えたオートプルバック機能を実現する自動牽引装置を搭載

した初の国産下肢静脈瘤血管治療用レーザを開発することにより安価に市場に提供することを目指す。 

 

 

 
  

低侵襲かつ安全性を高めた改良型国産下肢静脈瘤治療用レーザ装置の開発・事業化）

国産初の下肢静脈瘤治療用レーザ装置の開発
株式会社ユニタック、株式会社ジェイ・シー・ティ、広島大学、ひろしま産業振興機構、株式会社六制技研

H28-057

医師の負担を軽減し安全・安価なレーザー治療器

最新の血管内レーザ焼灼術の治療機会を増やす

株式会社ユニタック、株式会社六制技研

 日帰り可能な治療法として注目されている血管内
レーザ焼灼術は海外製品の独占的な状況であり非
常に高額な装置のため普及の障害となっている。

 現状の治療器では医師が手技にてファイバーを一
定速度で牽引する必要があり医師の熟練を要する。

 ファイバー自動牽引機能により医師は速度調整を
意識する必要がなく、より安全な血管内レーザ焼
灼術を行うことが可能となる。

 レーザ用電源装置の専門メーカである強みを活か
して低コストにて装置を開発することで既存の装置
の半額以下の低価格を実現する。

Class Ⅲ

ユニタックは、レーザ用電源装置の開発メーカであり、近年
はレーザを応用した医療機器の製造販売に注力している。

六制技研は機構設計、板金設計技術を保有し、自動牽引装
置の開発において機構部の開発を担当する。

平成28（2016）年11月時点

レーザ装置本体イメージ

自動牽引装置イメージ

直接販売 / 卸販売

相談

申請

医療機関

広島大学 応用生
命科学部門外科学
• 製品評価
• 臨床研究

製販企業
第一種製造販売業[34B1X10003]

(株)ユニタック
• デバイス設計・開発
• 安全性・信頼性確立
• 知財戦略、薬事戦略、事業管理

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内）

医工連携支援機関

(公財)ひろしま産業振興
機構

• コーディネート、事業化サポート

企業

(株)六制技研
• 機構設計
• 板金設計

代表機関

中

非臨床試験
実施機関

外注

販売企業
高度医療機器等販売業[10757号]

(株)ジェイ・シー・ティ
• 販売戦略、販売促進サポート

平成28（2016）年7月時点

SL

委託事業実施体制

PL

中
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1.1 事業の目的 

我が国の医療現場では下肢静脈瘤の治療は安全で入院不要な治療法として伏在静脈を焼灼・閉塞させ

る血管内レーザ焼灼術が 2014 年 5 月に保険収載され注目を浴びているが、国内では承認済みの下肢静脈

瘤レーザ治療器は海外製品の一社独占的な状況であり非常に高額な装置のため普及の障害となっている。

また現状の治療器ではオートプルバックではなくレーザ焼灼中に血管内に挿入したファイバーを医師が

手技にて一定速度で牽引するため、医師は速度に注意を払う必要があり熟練を要する。また牽引速度の調

整が不適切であると、過度に焼灼して周囲組織が損傷してしまうという問題の発生や、十分な閉塞効果が

得られないという問題がある。 

これらの課題を解決するために血管内レーザ焼灼術の普及を促進する安価な国産の下肢静脈瘤レーザ

治療装置の開発・上市が求められている。また血管内レーザ焼灼術において医師が牽引速度調整を意識す

ることなく熟練を不要とするオートプルバック機能を実現する自動牽引装置を搭載した下肢静脈瘤レー

ザ治療装置の開発・上市が求められている。 

そこで本事業では海外製品の一社独占的な状況となっている下肢静脈瘤治療用レーザ装置の市場にお

いて既存の治療器と比較して低価格でありながら治療の利便性を高める自動牽引機能を搭載した国内初

となる下肢静脈瘤治療用レーザ装置の開発・事業化を行う。 

 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ユニタック 

PL： 高橋 一哲（株式会社ユニタック） 

SL： 國原 圭（株式会社ジェイ・シー・ティ） 

共同体： ①株式会社ジェイ・シー・ティ 

  ②広島大学大学院 医歯薬保健学研究院応用生命科学部門 外科学 

  ③公益財団法人ひろしま産業振興機構 

  ④株式会社六制技研 

 

  



 

3 

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 クラスⅢ 

製品名 VENOLASER TR 1470 分類名称（一般的名称） ダイオードレーザ 

対象疾患 下肢静脈瘤 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 外科 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 
本品は、１次性下肢静脈瘤（血管径 20mm以下の大伏在静脈瘤又は小伏在静脈瘤）の伏在静

脈瘤本幹の治療に使用する。 

薬事申請予定者 株式会社ユニタック 
医療機器製造販売業許

可 
34B1X10003 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ユニタック 医療機器製造業許可 34B200010 

 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 

   

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 

※市場規模は本製品として見込み。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

              

     
  ▲試作した装置の全体            

 

・軽量で安価 

従来よりも低価格でありながら軽量化を実現している。 

・初の国産下肢静脈瘤レーザ治療機 

ISO13485 認定工場にて製造を行い高い品質基準を満足しており、また国産の治療機であるため国

内の医師のニーズに対し素早い対応が可能である。 

・自動牽引装置 

医師の手技のよらず一定速度で牽引するための機能を有する自動牽引装置を開発した。 
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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 

・総合病院やクリニックにおいて下肢静脈瘤の治療を行う外科医 

・特に今まで費用面で導入を見送っていたクリニック等 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 非公開 
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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 

競合製品は、市場独占的状況の A 社、2016 年から新規参入した B 社の 2 製品である。 

市場獲得のための障壁として以下の点が考えられる。 

既承認品の A 社製品は既に多くの症例が報告されており、市場での実績を積み上げているため一定の

信頼を得ることができていると考える。本製品は手術室で用いられる製品であり、一定の信頼性を確保し

ていないと導入が困難であるため市場への参入障壁になると考える。そのため本装置は臨床研究及び研

究結果の発表、市販後評価を行い、臨床実績を積み上げ信頼性を高めていく。 

 

 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） 

 本装置 競合商品１ 競合商品２ 

製販企業 ユニタック A 社 

※市場独占 

B 社 

※2016 年より新規参入 

波長 1470nm 1470nm 1470nm 

最大出力 15W 15W 15W 

自動牽引機能 ◯ × × 

生産国 日本 ドイツ フランス 
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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 

 装置開発完了後、PMDA へ薬事申請を行い、薬事承認を受ける。 

 上市後営業活動を行い、販売実績を積み上げる。 

 

 
 

  

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）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 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発

試作機開発・改良
【VENOLASER TR 1470】

量産試作機開発
【VENOLASER TR 1470】

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

非公開
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(2) 投資回収計画 

投資計画は以下のとおりである。 

 H28(2016)年度：2900 万円 

 H29(2017)年度：6900 万円 

       計：9800 万円 

 

回収計画は以下のとおりである。 

 上市後 3 年以内に投資回収が完了できるよう価格設定し、その後も事業の成長を見込む。 
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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”   

・臨床研究の成果報告や、市販後評価の症例報告を重ねることで製品の信頼性を向上する。 

・静脈学会等へ積極的に出展し認知度の向上を図る。 

・販売及びアフターサービスについては株式会社ジェイ・シー・ティの販売チャネルを活用する。 

・競合品の状況を確認しつつ価格優位性を維持できるように努める。 

 

 2) ビジネス体制 

 
  

直接販売 / 卸販売

医療機関

広島大学 応用生
命科学部門外科学
• ニーズ提供
• 市販後評価

製販企業
第一種製造販売業[34B1X10003]

(株)ユニタック
• 製品化、事業化
• 製品の製造
• 滅菌前工程の確立

顧客
（国内）

医工連携支援機関

(公財)ひろしま産業振興
機構

• コーディネート、事業化サポート

企業

(株)六制技研
• モジュール組立
• 基板組立

代表機関

中

滅菌業担当
企業

・ファイバー滅菌

外注

販売企業
高度医療機器等販売業[10757号]

(株)ジェイ・シー・ティ
• 販売戦略、販売促進サポート

平成28（2016）年11月時点

SL

上市後のビジネス体制

PL

中
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 平成 30 年度に PMDA への相談を実施するための準備を行った。 

 

 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） 

特許事務所と協力して調査を行った。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

試作機を作成し評価を行うことで課題抽出し、抽出された課題について改善を加えた。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

非臨床試験を実施した。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売のための打合せを行った。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス体制の立案を行った。 

QMS 等の品質保証体制 

ISO13485 の規格に基づいて実施している。 

 広報・普及計画 

上市後出展すべき学会の抽出を行った。 

 

 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 治験の回避、自動牽引装置の取り扱い 

治験を回避し非臨床試験にて有効性・安全性を

証明する戦略を採用するが、特に自動牽引装置

の取り扱いについて PMDA に相談する必要があ

る。 

① 薬事コンサルトと相談しつつ PMDAの開発前

相談を受ける。 

知財 ① 本製品の開発要素についての特許出願 ① 特許事務所と協力し特許出願した。 

技 術 ・

評価 

① 製品の有効性・安全性の検証、製品の信頼性

向上 

オペ室で使われる装置であるため商品及び企

業に対する信頼性の確保が必要である。 

① 治験を回避する薬事戦略を採用するが、信頼

性確保のためには実際の臨床現場での評価

が必須であり、臨床研究及び市販後評価によ

って製品の信頼性を高めていく 

その他

事業化

全 般 

① 滅菌工程のバリデーションの確立。 ① 滅菌及び滅菌前工程を専門の企業へ依頼し

た。 
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1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

今年度の研究開発ではレーザ装置本体、自動牽引装置、ファイバーそれぞれについての量産試作機の開発を行い、これらを統合して性能評価を行

う。性能評価では光学的、電気的、機械的評価及び電磁両立性試験を行う。またファイバーについては生物学的安全性試験、滅菌バリデーションも行

う。 

性能評価後に量産試作機を用いて非臨床試験を行う。非臨床試験では抽出した静脈を用いた焼灼実験及び豚を用いた動物実験に行い、実際に静脈

を閉塞させること及び意図しない有害事象が発生しないことを確認する。 

 

(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 

レーザ装置本体 自動牽引装置及びファイバーと接続しレーザ光を照射するための装置本体。 

自動牽引装置 レーザ装置本体に接続しファイバーを任意の速度で自動的に牽引する機構を備えた装置。 

ファイバー レーザ装置本体と接続しリング状のレーザ光を照射する光ファイバー。 

 

(3) 平成 29 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 PMDAとの相談 

薬事コンサル会社と協力して相談資料を

まとめる。 
▶ 

【進捗 100％：◯】 

計画通り実施した。 ▶ 

 

特になし 

② 自動牽引装置の量産試作機の設計、製作 

28 年度に１次試作機を開発した自動牽引

装置の薬事申請のための量産試作器を開発

する。株式会社ユニタックが自動牽引機能を

実現するための組込みソフトウェア設計及

び回路設計を行う。株式会社六制技研が機構

設計及び組立を行う。 

▶ 

【進捗 100％：◯】 

 計画通り実施した。 

 

▶ 

 

特になし 

③ レーザ装置本体の量産試作機の設計、製

作 

株式会社ユニタックにてレーザ装置本体

の量産試作機を設計、製作する。装置本体の

デザインを決定し、量産試作機用の樹脂ケー

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

▶ 

 

特になし 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

スを製作する。デザインに合わせて操作画面

の設計を行う。また、原価低減のための設計

改良を行う。株式会社六制技研にてデザイン

に合わせて内観設計及び装置の組立を行う。 

④ ファイバーの安全性試験及び性能評価試

験 

滅菌安定性試験（有効期間）、生物学的安全

性試験、機械的安全性試験、性能評価試験を

行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

▶ 

 

特になし 

⑤ 滅菌バリデーションの実施 

ファイバーの製作工程を確定し滅菌バリ

デーションのための体制づくりを行う。滅菌

バリデーションとしてバイオバーデン測定、

EOG 滅菌残留物試験を外部機関にて実施す

る。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

▶ 

 

特になし 

⑥ 下肢静脈瘤血管治療用レーザ装置の薬事

申請のための安全性試験及び性能評価試

験 

電気的安全性及び機械的安全性について

の評価試験をユニタックにて行う。EMC 試

験は外部試験機関を利用して行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

 
▶ 

 

特なし 

⑦ 懸案特許に対する対応 

コンサルティング契約を結んだ特許事務

所と協力して懸案特許の状況を監視しつつ

情報提供等の対応を行っていく。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

 ▶ 

 

特になし。 

⑧ 下肢静脈瘤血管治療用レーザ装置の非臨

床試験 

豚を用いた動物実験を実施し量産試作機

及び特許回避構造のファイバーの試作機に

対して既承認品との差分が性能及び安全性

に与える影響を広島大学にて評価すること

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

▶ 

 

特になし 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

で治験を回避するための既承認品との同等

性の評価を行う。 

⑨ 販売戦略検討 

事業化を見据え、本事業の終了後の販売戦

略についての調査、検討、企画を行う。販売

に用いる製品カタログ案の製作、映像マニュ

アルの製作を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

▶ 

 

特になし 

⑩ 事業の管理・運営 

事業を円滑に進めるためにミーティング、

打合せを行いつつ研究開発を進める。株式会

社ユニタックは事業の進捗について適正な

管理を行い、ひろしま産業振興機構はそのサ

ポートを行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画通り実施した。 

▶ 

 

特になし 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

本事業を通じて、当初の目標通り完全国産での下肢静脈瘤治療用レーザ装置及び自動牽引装置を開発

することができた。 

開発した機器の有効性・安全性の評価を行うために動物実験を行った。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

 B：当初目標を達成した。 

 

 2) 自己評価理由 

当初の目標通りレーザー装置本体、ファイバー、牽引装置を完成させることができた。 
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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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
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。 ×不十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
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。 該当せず
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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 該当せず
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ×不十分
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。 △一部

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。 △一部
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。 ○十分
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。 △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。 △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。 ○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。 該当せず
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。 △一部

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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(4) 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 

事業体制が広島県に集中しており、コミュニケーションを密にして事業を進めることができた。製造元

としての視点だけでなく、装置を使用する医師の視点や装置を販売する商社の視点と多角的な視点から

の観点から議論を行うことができた最良の組織体であった。 

 

 2) 事業の進め方 

滅菌バリデーションについて知識が不足していたため滅菌を委託する企業を見つけ、バリデーション

を行うための準備に時間がかかってしまった。滅菌については不慣れであったため進捗が遅れてしまっ

たが専門家への相談等もう少し早い段階で対応を検討しておくべきであった。 

 

 3) その他 

共同推進委員会に出席して下さった AMED の方、伴走コンサルでお世話になった皆様には貴重なご助

言を頂き大変感謝している。 
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(5) 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 

特になし   

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） 

特になし   

(6) 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 プログラムを用いた医療機器に対する配慮への考え方について助

言を頂いた。 

頂いた参考資料をもとに社内体制の整備・リスクマネジメントを

行った。 

知財 特許事務所への業務委託を含め、知財対応を強化するよう助言を

頂いた。 

特許事務所とコンサルティング契約を結び知財対応への体制を強

化した。 

技術・評価 牽引装置、滅菌パックについての考え方について助言を頂いた。 助言頂いた事項を参考に最終形態を決定した。 

そ の 他 事 業

化全般 

特になし 特になし 

 

(7) 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 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

本事業を通じて、当初の目標通り完全国産での下肢静脈瘤治療用レーザ装置、ファイバー及び自動牽引装置を開発することができた。 

安全性試験、性能評価試験及び滅菌バリデーション、動物実験を実施し薬事申請のための準備を進めることが出来た。 

今後は PMDA の相談を活用しつつ早期の薬事申請に繋げていきたい。 

また早期の市場投入のため製品の完成度を高めるための改善を進めていきたい。
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ユニタック 

〒722-0212 広島県尾道市美ノ郷町本郷字新本郷１番６０号 

電話：0848-40-0390 / FAX : 0840-40-0391 / E-mail : kazu@unitac.net 

 


