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1. 事業の概要 

大動脈疾患では開胸しない大動脈ステントグラフト術の適用例が増加傾向にある。しかし、日本人に多

い上行弓部大動脈解離や胸腹部大動脈瘤には最適なステントが無く、これら適用事例が極めて少ない。医

療現場で必要なのは、血管屈曲追従性が高く、分岐動脈を閉塞しないステントと、それをデリバリー可能

な小径カテーテルであることから、これら特性を備え、低侵襲なステントシステムとデリバリーカテーテ

ルの開発・事業化を目指す。 
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1.1 事業の目的 

近年、生活習慣の欧米化と高齢化などにより合併症が多いハイリスク患者の急性大動脈解離が増加し

ている。 

大動脈解離は突然発症し、放置すれば発症後 48 時間以内に 50％、1 週間以内に 70％、2 週間以内に

80％の高い確率で死亡するとされている。ハイリスク患者の急性大動脈解離は手術が困難で主に開胸人

工血管置換術が行われているが手術侵襲が大きいため手術死亡率が約 10～20％と高率である。たとえ手

術が成功しても入院期間が長期化し寝たきりになることが多い。 

更に人工血管置換術ができない場合にステントグラフトが使用されることもあるが、脳動脈分岐部に

穴を開ける必要があり、分岐型のステントグラフトを自作で使用したりしていることから手技が困難で

急性大動脈解離の治療に承認されたステントグラフトもステントも存在していない。 

以上のことから、急性大動脈解離を低侵襲で治療する方法を開発することは医療現場の喫緊の課題で

ある。 

これらの課題を解決するために本研究開発では急性大動脈解離を低侵襲で治療できる大口径で屈曲追

従性の良いフレキシブル大口径ステント（以下「新型ステント」）とカテーテル先端を手元で 30 度操作で

きる操作性の良いデリバリーシステムを研究開発し、上市を目指す。 

我々が開発した新型ステントはグラフトを要しないベアステントであり、血管屈曲追従性が高く、分岐

動脈を閉塞しないという特徴があることから、従来のステントグラフトで困難だった手技が容易に行え

る。また、リスクの高い開胸手術に対し、低侵襲で手術時間も短時間で行えることから、心不全などハイ

リスク患者や高齢者にも適用できる。 

 

・国内薬事申請：2022 年 12 月 

・国内上市：2023 年 11 月 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：JMR 株式会社 

PL： 笹崎 淳（JMR 株式会社） 

SL： 青海 剛（株式会社青海製作所） 

共同体： ①株式会社青海製作所 

  ②株式会社中野科学 

  ③板垣金属株式会社 

  ④国立大学法人新潟大学 

  ⑤国立大学法人長岡技術大学 

        ⑥ノーベルファーマ株式会社 
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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 大動脈解離治療用ステント クラス分類 Ⅳ 

製品名 Aortix（予定） 分類名称（一般的名称） 大動脈用ステントグラフト 

対象疾患 急性大動脈解離 出／認証／承認 承認 

想定される販売先 ノーベルファーマ株式会社 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

上行弓部大動脈の急性大動脈解離手術の際に、ステント留置によって上行弓部大動脈の解

離部分を内面から圧迫治療することを目的に使用する。 

 

薬事申請予定者 ノーベルファーマ株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00224 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

JMR 株式会社 医療機器製造業許可 15BZ200055 

株式会社青海製作所 医療機器製造業許可 15BZ200020 

株式会社中野科学   

   

 

 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 2022 年 12 月※注 － 

上市時期 2023 年 11 月 － 

想定売上（上市後 3年目） 4 億円／年（2025 年時点） － 

市場規模（上市後 3年目） 
128 億円／年（2025 年時点） 

（競合品も含む） 
－ 

想定シェア（上市後3年目） 3％（2025 年時点） － 

※注 国内薬事申請、上市時期を 5 ヶ月遅らせた。 

 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

高齢者などが大動脈解離を発症すると 2 週間以内に 80％が死亡する。 
開胸手術による人工血管置換術を行ってもほとんどの患者が寝たきりになってしまい、医療費が増大

する。ステントグラフトによる血管内治療もあるが、グラフトが分岐血管を塞ぎ血流を阻害し合併が起

きやすく、分岐血管フェネストレーションに合わせる治療は非常に難しい。 
本事業においては分岐血管を阻害せず手術困難なハイリスク患者における急性大動脈解離に対応可能

なベアステントの救命用デバイスを開発・事業化する。 
 
【大動脈解離の治療イメージ】 
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【本事業で事業化するステントのデリバリーシステム】 

 
 
 

 
 

 

【事業化するステント】 
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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 

・全国の地域中核病院及び高機能病院における心臓血管外科、循環器科及びインターベンション放射線

科の外科医を対象とする。同様に、海外の外科医についても対象とする。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

(a)代替市場（国内） 

本品は、開胸手術をせざるを得なかった大動脈解離及び胸腹部大動脈瘤においても、低侵襲なステン

ト（グラフト）術の適用拡大を促進するものである。したがって、まずターゲットとなるものは、大動

脈解離及び胸腹部大動脈瘤の開胸手術である。 
 

日本胸部外科統計(2011)では、胸部大動脈解離手術が 6,013 例、2013 年の日本循環器学会の疾病統計

では 5,806 件を数えることから、この数年間の大動脈解離手術例は、ほぼ年間 6,000 件と考えられる(表

1)。そのほとんどが開胸手術であるが、症状の緊急度合から想定して、低侵襲なグラフト施術を適用可

能な事例は、20％程度として、年間の需要は約 1,200 件と推定される。 

胸腹部大動脈瘤については、統計的に大動脈瘤の 7～10％が胸腹部大動脈瘤であることから、年間

1,000 件の手術例が見込まれる(表 1)。こちらも同様に 20％に適用できるとすると、全体として、大動

脈解離と胸腹部大動脈瘤で年間約 1,400 件の手術例が行われていると推定される。 

 

本品の保険償還価格は、ステントグラフト 1 本の保険償還価格 160 万円からグラフト代 60 万円を除

き、さらにその 80％程度とすると、約 80 万円となる。1 回の手術でステントが平均 2 本使用されるこ

とを考慮して、本製品としての市場規模は、80 万円×2 本×1,400 件＝22.4 億円程度であると想定され

る。 

表 1.国内市場における年間開胸手術件数 

 
 

(b)創出市場（国内） 

本品は、複数個重ねて使用することで大動脈瘤内の血流をコントロールし、瘤内の血栓化につながる

FM 効果を促すことから従来のステントグラフト術で課題であった type1 エンドリークをターゲットと

できる。 

 

国内市場では、2013 年のステントグラフト術総数が 12,000 件で、そのうち 10％が type1 エンドリー

クになると統計的に予測されるので、少なくとも年間約 1,000 件の手術が行われると見込まれる。 

また、①と同様に本品の保険償還価格と平均使用数を考慮して、市場規模は、 

 

  80 万円×2 本×1,000 件＝16 億円程度であると想定される。 
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(c)代替市場（海外） 

海外市場においては、大動脈解離及び胸腹部大動脈瘤の開胸手術が、年間最大 25,000 件が行われて

いると予想されており、市場規模としては、 

 

  80 万円×2 本×25,000 件＝400 億円程度であると想定される。 

 

なお、海外展開を行う際には、新潟大学の榛沢医師を通じて、イタリアのへスペリア病院（Prof. Maleti、

Prof.Coppi、Prof.Lugli）へ臨床研究用製品を提供し、イタリアでの治験実績を突破口にまずは EU 市場

への展開を図っていく予定である。 

 

(d)創出市場（海外） 

海外市場においては、ステントグラフトの type1 エンドリーク用手術が年間最大 50,000 件行われて

いると予想されており、市場としては、 

 

  80 万円×2 本×50,000 件＝800 億円程度であると想定される。 

 

(a)から(d)を合計し、市場規模は、1,238 億円と想定される。 
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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 

（１）市場獲得のための障壁は何か 

既存商品がなく、市場からの強いニーズのある「上行弓部大動脈解離用」ステントとして、より早く

市場に提供することが求められている。 

クラスⅣの商品であるため、上市まで必要な臨床試験、薬事審査及び保険手続きに必要な期間を十分

に意識して進めなければならない。 

 
（２）競合分析・差別化のポイント・競合に対する優位性 

①競合商品との比較 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー JMR 川澄化学工業 メドトロニック クック 

概要 大動脈解離への適

用 

大動脈瘤への適

用 

胸部下行大動脈

への適用 

胸部下行大動脈へ

の適用 

型式 Aortix（仮） Najuta VALIANT Zenith 

特徴 分岐血管への血流

を阻害しない。 

動脈瘤へかかる

血圧を抑制する。 

動脈瘤へかかる

血圧を抑制する。 

動脈瘤へかかる血

圧を抑制する。 

国内市場規模  7,000 件／年   

国内シェア     

海外市場規模  25,000 件／年   

海外シェア     

売価 2,060,000 円 2,060,000 円   

保険償還 点数 2,060,000 円 2,060,000 円   

クラス分類 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

 

 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） 

（１）競合商品に対する差別化ポイントは何か 

【上行大動脈解離への適用】 

屈曲に追従しかつ分岐血管を閉塞せずに治療できるステントが開発されていないことから、日本人

に多い上行弓部大動脈解離において低侵襲カテーテルによる早期治療が可能となる。 

 

【胸腹部大動脈瘤への適用】 

既存のデバイスでは、分岐動脈の開存に対する分岐型のデバイスが必要であり、死亡率、合併症率が

高いが、本開発品は分岐血管への血流を阻害しない。 

 

①分岐動脈を閉塞せずに治療可能 

上行弓部大動脈には冠動脈、腕頭動脈、左総頚動脈などの心臓や脳へ血流を供給する重要な分岐動脈

が複数あり、胸腹部大動脈には上腸間膜動脈、腎動脈などの腹部臓器へ血液を供給する重要な分岐動脈

が複数あるが、ステントグラフトは筒状の人工血管にステントを接着または縫合したもので、複数の分

岐動脈を閉塞させないで大動脈に留置することは難しい。本品は、上行弓部大動脈や胸腹部大動脈の分

岐動脈を閉塞しないで解離が治療できる大動脈ステントデバイスである。 
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②屈曲への高い追従性 

ニッケルチタンのパイプにレーザー加工を施し、拡張と熱処理により形状記憶させる構造であり、上

行弓部大動脈や胸腹部大動脈の分岐動脈を閉塞しないで治療することができる。現在存在する大動脈

用のステント（下行大動脈用）は拡張力・剛性が強く、大動脈の屈曲に追従しないため、上行弓部の脆

弱な解離した大動脈に留置するのは危険である。特に屈曲した上行弓部大動脈に裂け目のある急性大

動脈解離が多いため、本品の屈曲への高い追従性は差別化ポイントとなる。 

 

③シースの小径化 

シースの小径化により、日本人の体形に合わせることで患者の負担をより軽くすることが可能とな

る。また、目的病変部へ到達するまでの血管や目的病変部である大動脈の損傷を減らし、合併症の危険

性を低減させることができる。 

 

④低コスト 

日本でデバイスを開発することにより、外国製品と比べてより廉価な商品にすることができる。 

 

 
 

図：上行弓部大動脈解離    図：既存のステントグラフトの課題 

 

表：競合製品との比較 
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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 

 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024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
【Aortix（仮）】

・コンセプト設計
・試作機開発
・動物実験

量産機開発
【Aortix（仮）】

臨床研究

薬事対応

知財対応

・類品製品特許調査
・意匠登録出願

販売戦略
・市場調査

上市時期

スケジュール変更理由

国内薬事申請を9ヶ月遅らせた。当初の
予想より臨床研究体制の構築に時間を
要した事と、共同体である山之内製製作
所が業務多忙により参画出来ず、体制
変更による遅れが発生した為。

PMDA対面助言を8月8日に実施し、非臨
床試験プロトコル確定後、11月14日付け
で本事業の継続承認と交付決定を受け
た。この時点で当初計画より7カ月間の
遅れが出た事から全体スケジュールの
見直しを行った結果、個々のスケジュー
ルに3～5カ月遅れが発生した。

●

●

ステントレーザーカット

ステント形状記憶

ステント表面処理

デリバリーカテーテル試作

アセンブリ

ステントレーザーカット

ステント形状記憶

ステント表面処理

アセンブリ

デリバリーカテーテル製作

ステントレーザーカット

ステント形状記憶

ステント表面処理

●

コンセプト設計

動物実験1次

力学的評価3例

【1次試作機開発】 【非臨床試験に用いる製品の製作】

【治験に用いる製品の製作】

量産製造体制構築整備

PMDA：開発前相

特許出願準備、出

願
知財戦略再検討

MEDICA市場調査

上市に向けた体制構築、チャンネルの確保

販売資料作成

★2023年11月上市

●PMDA：対面助言

●

デリバリーカテーテル製作

アセンブリ

★2022年12月薬事申請

性能、効能及び使用方法を裏付ける試験8項目

加工デザイン、プログラミング

物理的化学的安全性6項目

生物学的安全性8項目

安定性及び耐久性10項目

機械的安全性7項目

【非臨床試験】

●PMDA：事前面談

PMDA：資料持ち込み

PMDA：フォローアップ相談
PMDA：治験相談

●PMDA：治験

治験

FTO調査

知財整備強化

● MEDICA市場調査 ●
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

薬事申請時期     ●      

上市時期      ●     

支出額（単位：億円） 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0     

 うち補助対象 0.53 0.53 0.53 0 0 0     

 うち自己負担 0.27 0.27 0.27 1.0 1.0 1.0     

売上高（単位：億円）       1.2 4.0 8.0 16.0 

販売数量（単位：症）       75 250 500 1000 

 

 ② 海外 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：）           

 

 ③ 国内・海外合計 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

支出額（単位：億円） 0.8 1.0 1.0 0.8 0.4      

 うち補助対象 0.53 0.66 0.66 0.53 0.26      

 うち自己負担 0.27 0.34 0.34 0.27 0.14      

売上高（単位：億円）       1.2 4.0 8.0 16.0 

販売数量（単位：症）       75 250 500 1000 

 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
 
・大動脈ステントグラフトの医療材料償還価格は、1 本 160 万円（現 143 万円）である。 
・大動脈解離の治療に本ステントが実用化されると１症例あたり 1~3 本使用されるとの推測。 
・1 症例あたりの平均使用数を 2 本と仮定。 
・本品はグラフトレスのベアステントであることから償還価格がステントグラフトよりも下がること

を想定し、1 本 80 万円と仮定。 
・事業開始の 1 年目の採用症例数 25 症例、2 年目の採用症例数 75 症例、3 年目の採用症例数 250 症    

例、4 年目の採用症例数 500 症例、5 年目の採用症例数 1000 症例を目標としている。 
・現在の国内における大動脈解離患者数は 1 万人弱であることから、事業化 5 年後には国内対象患者

の 10％を本品により救済したい。 
・国内薬事申請を 9 ヶ月遅らせた。当初の予想より臨床研究体制の構築に時間を要したことと、共同

体である山之内製作所が業務多忙により参画できず、体制変更による遅れが発生したため。 
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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” 

本事業において治験、承認申請及び上市に向けた販売活動に対しノーベルファーマ株式会社の協力を

得ることとした。また、2019 年 11 月ドイツ デュッセルドルフで開催された MEDICA にて欧州を中心

として本品に対するニーズが高いことも確認できたため、海外展開についてもノーベルファーマと相談

しながら進めていく旨の合意がなされた。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

2019年12月時点

医療機関

新潟大学医歯学
総合病院

• 改良に向けた助言

製販企業
第一種医療機器製造販売業

[15B1X10003]

ＪＭＲ(株)
• デバイス設計・開発
• 安全性・信頼性確立
• 実用化研究推進

顧客
（国内）

PL

製造企業
医療機器製造業［15BZ200020］

(株)青海製作所
• デバイス製造

NDA締結済

製販企業
第一種医療機器製造販売業

[13B1X00224]

ノーベルファーマ(株)
• 治験
• 薬事戦略
• 販売展開

製造企業

(株)中野科学
• ステント加工
• 力学試験

中SL

上市後のビジネス体制
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

2018 年 12 月 3 日@PMDA 事前相談を実施し、その後、本品の RS 戦略相談内容概略、治験機器概

要書、類似医療機器との比較表、臨床研究計画書の概略を作成し、PMDA への対面助言申請を行い、

事前面談を 2019 年 5 月 20 日に実施した。臨床上の有効性、安全性を示すための非臨床試験のプロ

トコルは、前述の資料の中で物理的化学的安全性、生物学的安全性、有効性、機械的安全性、安定性

及び耐久性、機器の性能を裏付ける試験、機器の効能を裏付ける試験、機器の使用方法を裏付ける試

験の各々の項目に対して作成した。2019 年 6 月 10 日にドラフト版を PMDA に提出し、同年 7 月 8

日に 20 部 PMDA へ持ち込み、RS 戦略相談対面助言を同年 8 月 8 日に実施し、同年 9 月 10 日付で

対面助言の議事録を得た。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

2018 年度に出願した本件特許については FTO 調査を実施し、他社知財に対する使用許諾の有無を

確認し、必要な場合は使用許諾交渉を実施すると共に、追加の発明内容について本件の知財の権利強

化を実施することとし、2019 年 2 月 20 日に出願した特許に対し、同年 12 月 19 日に AMED 知財リエ

ゾンと打合せ、今後はノーベルファーマの知財部の協力を得ることとした。 

出願した特許に対する FTO 調査を再度実施し、今後の進め方を AMED 知財リエゾンとノーベルファー

マ知財部の協力を得ながら対応する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

●開発リスクの明確化と対応 

 ステント製造については、レーザーカットの条件、形状記憶熱処理の条件、表面研磨の条件、共に精

度が高くなり、安定性も確保でき、多様なスペックに対する加工方法が確立された。評価試験におい

ても、力学的な試験データを採取し、データが蓄積されてきている。よって、製品作りに対する技術

的な手段としての開発リスクは、非常に低減されたと考える。 

医学的な視点での開発リスクに対して、ステント自体は前述の通り、開発リスクは低減されたもの

の、ステントを患部に留置するためのデリバリーシステムについては、大腿動脈からアプローチする

際のユーザビリティ評価が今後の課題であり、開発リスクとして注目するハザードと考える。 

このデリバリーシステムの開発リスクを低減するための対策として、人体模型と動物の大動脈を用

いたモック実験と動物の生体を用いた前臨床試験を並行して進めており、この試験からフィードバ

ックされる結果とデータを評価しながらデリバリーカテーテルの改良改善を重ね、システムとして

の有効性と安全性を高めていきたいと考えている。 

具体的には、2020 年度に、動物を用いた急性実験と慢性実験を継続して実施し、本品の使用方法に

関する更なる評価データを採取するとともに、本品の使用方法を裏付けるデータを蓄積しながら、

2021 年度初旬には本システムの性能と効能を裏付けるデータを整備し、2021 年度中に治験届けを提

出する計画である。 

●薬事申請に必要なエビデンス収集 

 2019 年 8 月に PMDA 対面助言用に準備した、治験機器概要書、臨床研究計画書、資料概要、類似

機器の比較表に加えて、物理的化学的安全性、生物学的安全性、機械的安全性、安定性及び耐久性の

各々の試験データを現在採取継続中である。今後は 2020 年度初旬に PMDA とのフォローアップ相談

を実施し、現在整備中の薬事申請に必要なエビデンスの充足性について確認を得る計画である。各々

の試験データは、2021 年度初旬までに収集予定である。 

●臨床試験におけるデータ整備 



14 

 

 既承認品目である類似製品の承認審査報告書を参照し、本事業において必要な非臨床試験プロトコ

ルについて目途を立て、物性的、力学的、生物学的な非臨床試験における評価データを 2021 年度初

旬までに採取整備予定である。2020 年 5 月より実施する慢性実験、長期埋植試験による評価データ

をもって、本デバイスの IFU を決定し、臨床試験に入るべく 2021 年度中に治験届け提出予定であ

る。 
 

 4) 販売戦略等 

●販売チャンネル、供給（生産、物流）体制 

本事業において治験、承認申請及び上市に向けた販売活動に対し、大手販売先国内 4 社を検討して

いたが、ノーベルファーマ株式会社の協力を得ることとした。また、2019 年 11 月ドイツ デュッセ

ルドルフで開催された MEDICA にて欧州を中心として本品に対するニーズが高いことも確認でき

たため、海外展開についてもノーベルファーマと相談しながら進めていく旨の合意がなされた。 

●アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

今年度まで、弊社 JMR が中心となって、関東近辺についてはジェイメディカルから協力を得る計画

であったが、全国をカバーする体制を構築するには、大手医療機器メーカーとの協力体制構築が必須

であることから、ノーベルファーマから、販売協力を得ることで合意し、契約締結した。 

●QMS 等の品質保証体制 

弊社 JMR は、既に第 1種製造販売業と、ISO13485 の認定を取得している。また、本事業で SL を務め

る青海製作所も製造業と ISO13485 の認定を取得しており、他事業において国内の QMS 審査や米国

FDA の QMS 審査対応も経験しており、品質保証体制は確立されている。 

●広報・普及計画 

本事業は、ノーベルファーマ株式会社の販売協力を得て、本事業体制を強化した。 

 

 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 承認申請カテゴリの決定 

② 非臨床試験プロトコルの確立と実施 

③ 治験届けと実施 

④ 製造販売承認申請 

 

① 2019 年 8 月 8 日の PMDA との対面助言の結

果、新医療機器として申請予定。 

② PMDA との対面助言の結果、非臨床試験プロト

コル作成の目途が立ったことから順次各項

目を実施していく。 

③ ノーベルファーマの協力を得る旨合意。 

④ ノーベルファーマの協力を得る旨合意。 

知財 

① 出願した特許に対する請求項の強化 

② 他社権利化済み特許の使用許諾交渉の必要

性如何の判断と追加発明内容の権利化 

① 2019 年 2 月 20 日に出願した特許に対し、12

月 19 日に AMED 知財リエゾンと打合せ、今後

はノーベルファーマの知財部の協力を得る

こととした。 

② 出願した特許に対する FTO 調査を実施し、今

後の進め方を AMED 知財リエゾンとノーベル

ファーマ知財部の協力を得ながら対応する。 

技 術 ・

評価 

PMDA との対面助言の結果、非臨床試験プロトコ

ルがほぼ確定したことから、以下の試験等の実施

と評価を行う。 

 

① 安全性と有効性の評価 

② 力学的評価 

③ 生物学的安全性試験 

① 新潟大学と共に東北大学加齢医学研究所又

はふくしま医療機器開発支援センターの協

力を得て実施。 

② 長岡技術科学大学の協力を得て実施。 

③ 来年度食品薬品安全センター秦野研究所に

て実施予定。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

その他

事業化

全般 

① 国内大手医療機器メーカーとの商談 

② 海外市場の動向調査 

 

③ 治験申請、承認申請 

④ 啓蒙活動、販売、アフターサービス等 

 

① ノーベルファーマと合意。 

② MEDICA2019 にて調査済み。欧州を中心に本品

に対するニーズが高いことからノーベルフ

ァーマと今後の展開を協議していく。 

③ ノーベルファーマの協力を得て実施予定。 

④ ノーベルファーマ及び販売ディーラーの協

力体制を整備。 

 



16 

 

1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

製品開発評価については、大動脈解離治療用ステントシステムの治験に用いる製品の仕様を決定し、非臨床における有効性と安全性及び安定性の

評価試験を実施する。また、非臨床試験に用いる製品の試作を行い、生物学的安全性の評価、及び力学的試験による評価を目的とし、承認申請に必要

な資料を整備することを当該年度のゴールとする。 

薬事戦略については、PMDA の RS 戦略相談（対面助言）を 2 回以上実施し、PMDA との相談を得ながら承認申請に必要な非臨床データを整備すること

をゴールとする。 

販売戦略については、関係学会に出展することで市場動向などの情報収集を行い、現在までに打診があった大手販売業者との商談状況を整備し、具

体的な販売チャンネルを確保することをゴールとする。臨床研究については 2020 年度の治験開始目標に向けた体制整備を行う。 

 

(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 

ステント 非臨床評価に使用可能なものを 30 本試作する。 
治験に用いる製品を 30 本製作する。 

デリバリーカテーテル 上行弓部大動脈までステントをリリース可能で、非臨床評価に使用可能なものを 10 本試作する。 
上行弓部大動脈までステントをリリース可能で、治験に用いる製品を 10 本製作する。 

 

(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製品開発・評価 

2)加工デザイン、プログラミング(JMR) 

非臨床試験に用いるステント作成の為、二

次元 CADによる加工デザインと CAMによる

NC プログラムを作成する。 

2020 年 1 月 

二次元 CAD データ 

CAM データ 

 

4)非臨床試験に用いる製品の製作 

(JMR) 

非臨床試験に用いる為のステント 30 本の

拡張と形状記憶を行う。 

2020 年 3 月 

ステント拡張径φ24、28、32、36 で製品ラ

▶ 

【進捗 100％：○】 

青海製作所にプログラムの作成を委託した。(JMR) 

 

非臨床試験に用いるステント作成用の二次元 CAD

データ及びCAMデータは2019年 11月までに完成し

た。(青海製作所) 

 

 

 

 

 

ステントの詳細設計及び加工工程を確立。

24,28,32,36mm までの拡張条件が確認できた。(JMR) 

 

 

▶ 

 

今後、4)非臨床試験に用いる製品の製作を実施

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画通りに実施・終了した。 
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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 

インナップをする。 

 

(青梅製作所) 

非臨床試験に用いる為のステントを、30 本

レーザーカットする。 

2020 年 2 月 

φ3～5のニッケルチタンパイプを用い、ス

テント拡張径φ24、28、32、36 で製品ライ

ンナップを確立する。 

非臨床試験に用いる為のデリバリーカテ

ーテル 10 本を製作し、ステントをアセン

ブリしたものを 10 本完成させる。 

2020 年 3 月 

先端の曲げ操作不要のシンプルな構造シ

ステムのデリバリーカテーテルを製作す

る。 

2020 年 4 月 

非臨床評価可能なデリバリーカテーテル

をアセンブリし、10 本完成させる。 

 

（中野科学） 

非臨床試験に用いる為のステント 30 本に

表面処理を行う。 

2020 年 3 月 

電解研磨における減量のコントロールを-

15％以内で表面粗度Ra0.1以下の研磨を行

う。 

 

5)非臨床試験による本システムの評価 

(JMR) 

非臨床試験プロトコルに沿って、非臨床に

おける有効性と安全性及び安定性の評価

を実施する。 

JMR の役割分担： 

力学的機械的評価、生物学的安全性評価、

安定性および耐久性の評価 

 

 

 

2020 年 3 月末時点で 30 本加工完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 3 月末時点で 30 本表面処理を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふくしま医療機器開発支援センターにて対応可能

な非臨床試験を調査し、現在の所はブタを使用した

埋植試験にて本品の安全性と有効性を評価する予

定。ラディアルフォース測定機は、2月末に入荷し

評価継続中。 (JMR) 

 

 

 

 

 

計画通りに実施・終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画通りに実施・終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

非臨床試験用のステント・デリバリーカテーテ

ルの製作が完了次第、非臨床試験を実施する。 
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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 

新潟大学の役割分担： 

動物実験による安全性評価、動物試験によ

る性能および効能を裏付ける性能評価 

2020 年 5 月末までに評価試験を実施する。 

(新潟大学) 

非臨床試験プロトコルに沿って、非臨床に

おける有効性と安全性及び安定性の評価

を実施する。 

JMR の役割分担： 

力学的機械的評価、生物学的安全性評価、

安定性および耐久性の評価 

新潟大学の役割分担： 

動物実験による安全性評価、動物試験によ

る性能および効能を裏付ける性能評価 

2020 年 5 月末までに評価試験を実施する。 

 

7)力学試験による本システムの評価 

(JMR) 

非臨床試験に用いる製品に対し、JIS T 

0401 を参考に、相当な評価試験データを採

取する為、承認申請に必要な試験項目を再

検討し、耐久性試験については、独自の加

速度試験方法を確立する。 

2020 年 6 月 

評価試験報告書 

 

(長岡技術科学大学) 

本品の性能を評価する為、非臨床試験プロ

トコルに沿った力学的試験を JMR と共に確

立する。 

2020 年 6 月 

試験結果レポート 

 

8)生物学的安全性試験及び滅菌バリデーシ

ョン 

(JMR) 

前臨床実験においてヤギの大動脈解離モデルにお

いて新規ステントを左心室経由でデリバリーカテ

ーテルによって安全に留置できることが確認でき

た。また解離腔(偽腔)がステントにより縮小できる

ことも確認できた。 (新潟大学) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 8 月に実施した PMDA との対面助言において

非臨床試験の試験項目について諮問し、不足してい

る項目の指摘や規格値の設定の仕方についてアド

バイスを頂き、非臨床試験プロトコルの修正を行っ

た。また、定期的に長岡技術科学大学を訪問し、JIS 

T 0401 の要素を分析。独自の加速度試験方法につ

いて研究を重ねた。(JMR) 

 

 

 

JMR と今後の役割分担について打合せを実施。耐腐

食性試験、ニッケルイオン溶出性試験、局部の圧縮

試験、疲労耐久性試験、分岐血管への影響評価等の

試験を実施することとした。(長岡技術科学大学) 

 

 

 

 

生物学的安全性試験は交付決定が遅れたため、今年

度の実施は期間的に難しく、来年度に実施すること

現状では計画通りに進め、分岐血管への血流の

阻害を評価するために動物を用いた慢性実験

として長期埋植試験を以下のように実施する。 

1.本品を大動脈の起始部から頸動脈分岐を超えて下行大

動脈まで留置した場合に頸動脈の血流が変化するかどう

かを確認する。 

2.大動脈の屈曲が強い場合でも本品を留置することによ

り大動脈解離の偽腔が縮小できることを確認する。 

3.屈曲した大動脈に本品を留置した後で大動脈壁の損傷

がないかどうかを確かめる。ステント末端のマーカー部

分が大動脈壁に与える影響を確認する。 

 

 

現状では計画通りに進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状では計画通りに進める。 

 

 

 

 

 

 

 

計画通りに実施・終了した。 
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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 

本品の安全性を証明する為、非臨床試験に

用いる製品にて、完成品レベルでの生物学

的安全性試験及び滅菌バリデーションを実

施する。 

2020 年 5 月 

生物学的安全性試験報告書及び滅菌バリデ

ーション報告書 

とした。 

滅菌バリデーションについては、本年度製作品をも

って滅菌委託先にてバリデーションを終了し、新潟

県環境衛生研究所において、無菌試験を実施し無菌

性が担保できた。(JMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③薬事戦略 

2) RS 戦略相談(PMDA:対面助言) 

(JMR・青梅製作所・新潟大学) 

承認申請に向けて、PMDA の RS 戦略相談（対

面助言）を 2回以上実施し、PMDA との相談

を得ながら承認申請に必要な生物学的安全

性試験及び滅菌バリデーションのデータを

整備する。 

2019 年 8 月 

RS 戦略相談（第 1 回対面助言） 

2020 年 5 月中までに 

RS 戦略相談（第 2 回対面助言） 

2020 年 8 月 

非臨床データ整備 

▶ 

【進捗 90％：〇】 

2019 年 7 月に RS 戦略相談、8 月に第 1 回対面助言

を PMDA と実施し、生物学的安全性試験の試験項目

の充足性について助言を得た。(JMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

現状では計画通り進める。 

2020 年 5月末に PMDA 対面助言のフォローアッ

プ相談実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥販売戦略 

1)市場調査 

(JMR) 

具体的な販売チャンネルを確保する為、関

係学会に出展する事で市場動向などの情報

収集を行い、現在までに打診があった大手

販売業者との商談状況を整備する。 

2020 年 7 月 

市場調査報告書 

2019 年 11 月 18 日～21 日 

MEDICA 出展（ドイツ・デュッセルドルフ） 

 

(青梅製作所) 

▶ 

【進捗 80％：〇】 

 

2019 年 11 月に MEDICA に出展し、海外における大

動脈解離用ステントのニーズを探った。(JMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

 

現状では計画通りに進める。 
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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 

具体的な販売チャンネルを確保する為、関

係学会に出展する事で市場動向などの情報

収集を行い、現在までに打診があった大手

販売業者との商談に対し、製造業の立場と

して必要な協力を実施し、状況を整備する。 

2020 年 7 月 

市場調査報告書 

2019 年 11 月 18 日～21 日 

MEDICA 出展（ドイツ・デュッセルドルフ） 

 

2)上市に向けた体制構築・チャンネルの確保 

(JMR) 

本品の営業と啓蒙活動の体制を構築する

為、世界の動向を含む市場調査を実施し、

販売業者の協力も得ながら、販売を行うに

あたり必要な関係資料（カタログ・パンフ

レット・手技書）の整備に入る。 

目的：世界最大の医療機器展示会に本品を

出展し大動脈ステントの世界の動向を調査

します。 

内容：本品を透明なアクリルの人体大動脈

モデルにプリセットし展示すると共にステ

ントリリースをデモンストレーションし、

関係資料も準備します。 

予定：展示はドイツデュッセルドルフメッ

セの JETRO ブースで、11 月 16 日日本出発、

17 日搬入設置、18 日～21 日展示会アテン

ド対応、22 日後片付け、23 日ドイツ出発、

24 日帰国予定です。 

2023 年 8 月 

販売資料草案 

2020 年 5 月 

治験機器の概要書 

 

(青梅製作所) 

本品の営業と啓蒙活動の体制を構築する

MEDICA2019 に出展し、情報収集した。(青海製作所) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在までアプローチのあった大手医療機器メーカ

ーとの商談を整理し、ノーベルファーマ株式会社と

治験を含む製造販売承認申請に向けた協力契約を

締結した。(JMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICA2019 に出展し、情報収集した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状では計画通りに進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状では計画通りに進める。 
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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 

為、世界の動向を含む市場調査を実施し、

販売業者の協力も得ながら販売を行うにあ

たり製造業の立場として必要な協力を実施

し関係資料（カタログ・パンフレット・手

技書）の整備に入る。 

2023 年 8 月 

販売資料草案 

2020 年 5 月 

治験機器の概要書 

関係資料の整備も並行して進める。(青海製作所)  

 

(4) 2019 年度の到達点（総括） 

非臨床試験プロトコルについて草案を当社より PMDA に提出し、8 月 8 日の RS 戦略相談対面助言において、不足の試験及び評価項目について下

表の通り指導を得た。その結果、非臨床試験プロトコルの内容がほぼ確定し、各試験項目に基づいたデータ採取と本品の安全性と有効性に対する評価

を開始した。評価対象製品については昨年度の事業で製作したものを用いて行うことと並行して今年度 11 月 14 日付交付決定された内容に基づき、

非臨床評価用製品を製作手配した。本事業の継続承認が昨年度末の計画より 7 ヶ月遅れたことから本事業の全体計画に対し遅れが出ており、今年度

実施予定であった非臨床試験プロトコルの確定と非臨床試験に用いる製品の製作手配と評価試験の実施については来年度まで持ち越す実施項目があ

るものの、目標とした到達点の 80%は達成できたと考えている。生物学的安全性試験については、本年度期間中に終了させることは困難なため、来

年度実施に計画変更した。また、治験実施と承認申請及び販売展開において懸案事項となっていた大手医療機器メーカーとの商談については、ノーベ

ルファーマ株式会社の協力を得る旨合意に達した。 

 

1. コンセプト設計 
試作の状況についてはφ3、3.7、4.3 の材料を入手し、新たにスクエアカットになおかつ新しいステントデザインを盛り込んだ設計を行い、加

工プログラムを作成し試作を行った。試作結果は良好であり、上市機器の製品コンセプト設計を完了した。 
                  

2. 非臨床試験に用いる製品の製作 
ステント、デリバリーカテーテルの非臨床試験に用いる製品を完成させた。 

 
3. 知財戦略 

2018 年度に出願した本件特許については FTO 調査を実施し、他社知財に対する使用許諾の有無を確認し、必要な場合は使用許諾交渉を実施

すると共に、追加の発明内容について本件の知財の権利強化を実施することとし、2019 年 2 月 20 日に出願した特許に対し、同年 12 月 19 日に

AMED 知財リエゾンと打合せ、今後はノーベルファーマの知財部の協力を得ることとした。 

出願した特許に対する FTO 調査を再度実施し、今後の進め方を AMED 知財リエゾンとノーベルファーマ知財部の協力を得ながら対応する。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

非臨床試験プロトコルについて草案を当社より PMDA に提出し、8 月 8 日の RS 戦略相談対面助言に

おいて、不足の試験及び評価項目について指導を得た。その結果、非臨床試験プロトコルの内容がほぼ確

定し、各試験項目に基づいたデータ採取と本品の安全性と有効性に対する評価を開始した。評価対象製品

については昨年度の事業で製作したものを用いて行うことと並行して今年度 11 月 14 日付交付決定され

た内容に基づき、非臨床評価用製品を製作手配した。本事業の継続承認が昨年度末の計画より 7 ヶ月遅

れたことから本事業の全体計画に対し遅れが出ており、今年度実施予定であった非臨床試験プロトコル

の確定と非臨床試験に用いる製品の製作手配と評価試験の実施については来年度まで持ち越す実施項目

があるものの、目標とした到達点の 80%は達成できたと考えている。生物学的安全性試験については、

本年度期間中に終了させることは困難なため、来年度実施に計画変更した。また、治験実施と承認申請及

び販売展開において懸案事項となっていた大手医療機器メーカーとの商談については、ノーベルファー

マ株式会社の協力を得る旨合意に達した。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

 

 2) 自己評価理由 

PMDA との RS 戦略相談対面助言を実施する事で本品の非臨床試験プロトコルを確定でき、上市時期

の精度が高まった。 

 本事業において想定以上に屈曲追従性の高い製品技術が確立された事により本品の適用範囲は大動脈

だけでなく、他血管治療への適用可能性が高くなり本品の市場が広がった。 
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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。 △一部
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。 △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。 ○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。 該当せず

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 該当せず
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。 △一部
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。 △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。 △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。 ○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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(4) 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 

・大手医療機器メーカーとの早期契約 

大手製販企業との契約については、今年度 2 月末に契約締結に至ったものの、本件についてはもっ

と早期に計画すべき事項だったと考える。 

 

 2) 事業の進め方 

・PMDA への RS 戦略相談の早期開始 

PMDA への RS 戦略相談は 2019 年 5 月に申し込んだが、結果として 8 月の実施となった。 

この RS 戦略相談にて非臨床プロトコルは目途が立った。 

 

・非臨床試験に用いる製品スペックの早期確定 

非臨床試験においては、長岡技術科学大学や新潟県工業技術総合研究所の協力を得て、データ採取を

継続中である。 

生体的評価においては、新潟大学が中心となり、数々の急性実験とモック実験を進めてきており、本

件に対しては非常に良い経過を保っている。今後もこの体制で関係構築を強化していきたいと考える。 

 

・非臨床試験に必要な機械設備の早期導入 

製造体制については、各種工程における諸条件を整備し、多様なスペックに対応可能な体制が構築で

きた。 

今後は新たに契約を締結した製販企業パートナーと相談しながら、本事業の進め方について、最良の

方針を選択できる体制が整備できたと考えている。 

 

 3) その他 

・本事業の継続承認が早期に交付決定されるための体制整備 

非臨床試験及び臨床試験においては、まだまだ評価基準が確定していない部分もあるが、まずは各々の

項目に対しドラフトを作成し、実行することで確定できる事項が非常に多いことから今後もスピーディ

ーに本事業を進めていきたいと考える。 

パテント戦略においては、知財リエゾンと製販企業パートナーの知財担当からの指導を得ながら本件

権利化の強化を進めていける体制が構築できた。
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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 

上行弓部大動脈の急性大動脈解離手術の

際に、ステント留置によって上行弓部大動脈

の解離部分を内面から圧迫治療することを

目的に使用する。 

上行弓部大動脈の急性大動脈解離手術の

際に、ステント留置によって上行弓部大動脈

の解離部分を内面から圧迫治療することを

目的に使用する。本品は分岐血管への血流を

阻害しない。 

既存製品のステントグラフトは分岐血管

への血流を阻害し、合併症を引き起こす可能

性が高い。本品はグラフトレスのベアステン

トであることから、分岐血管への血流を阻害

しないことを前提に本事業において検証評

価し、本品の優位性を証明するため。 

胸腹部大動脈瘤手術の際、ステント留置に

よって、分岐動脈を開存させたまま瘤内血栓

化させ、Flow Modulator(FM)効果を実現する

ことを目的に使用する。 

削除 薬事戦略上、効果の証明に期間を要する有

効性については市販後に臨床評価をするこ

ととし、本品の治療目的を前項の 1点に絞り

込み、早期の承認取得を目指すこととした。 

機器スペック・

ビ ジ ネ ス モ デ

ル 

ステント拡張径φ24、28、32、36 で製品ラ

インナップをする。 

ステントの製品ラインナップを確定した。 

AX-01 Φ24mm×180mm 

AX-02   28mm×170mm 

AX-03   32mm×160mm 

AX-04   36mm×150mm 

 

AX-05 Φ24mm×160mm 

AX-06   28mm×150mm 

AX-07   32mm×140mm 

AX-08   36mm×130mm 

本事業における研究成果より、治験及び薬

事承認申請に向けて実施する非臨床試験に

用いる製品ラインナップを確定することが

できた。 

先端の曲げ操作不要のシンプルな構造シ

ステムのデリバリーカテーテルを製作する。 

デリバリーカテーテルの製品ラインナッ

プを確定した。 

・プーリングタイプ(AX-01～04 用) 

・ターニングタイプ(AX-05～08 用) 

 

治験及び薬事承認申請に向けた非臨床試

験実施にあたり製品ラインナップを確定し

なければならないことに対し、本事業の成果

により、製品ラインナップを確定できた。 

本事業においては、ジェイメディカル株式

会社が販売を一手に背負うことで計画して

いたが、2017 年 11 月ドイツ デュッセルド

ルフで開催された MEDICA にて欧州 6 社よ

り事業化協力のオファーがでてきていると

ともに国内においてはセンチュリーメディ

本事業において治験、承認申請及び上市に

向けた販売活動に対しノーベルファーマ株

式会社の協力を得ることとした。また、2019

年 11 月ドイツ デュッセルドルフで開催さ

れたMEDICAにて欧州を中心として本品に

対するニーズが高いことも確認できたため、

治験と承認申請及び販売展開に向けての

体制強化を図った。 
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領域 変更前 変更後 変更理由 

カルとの商談に着手した。 

事業化当初の販売・物流チャンネルはジェ

イメディカルを中心に展開していくものの、

全国及び海外への展開を想定し大手医療機

器メーカーとの契約締結を目指したい。 

海外展開についてもノーベルファーマと相

談しながら進めていく旨の合意がなされた。 

 

事業化体制 県内ディーラー及び大手医療機器メーカ

ーと、協力し体制整備中。 

治験と承認申請及び販売展開に向けてノ

ーベルファーマとの共同開発契約に対し、基

本合意した。知財の整備と強化についてもノ

ーベルファーマの協力を得ることとした。 

治験と承認申請及び販売展開に向けての

体制強化を図った。 

本品の力学的評価については板垣金属を中

心に、新潟県総合技術研究所と長岡技術科学

大学の協力を得て整備予定。 

長岡技術科学大学が本品の力学的評価を

実施する。 

長岡技術科学大学のコンソーシアム体制

に入る旨の提案を受け入れ体制強化した。 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

非臨床試験用製品製作 2020 年 3 月 非臨床試験用製品製作 2020 年 6 月 本事業の継続承認を 4 月 1 日で計画して

いたが、11 月 14 日まで交付決定が約 7 ヶ月

間遅れた。この期間独自でできることは実施

したものの、結果的に前年度計画より 3～5

ヶ月間遅れが生じた。 

非臨床試験 

・力学的評価     2020 年 6 月 

 ・安全性・有効性評価 2020 年 5 月 

 ・安定性評価     2021 年 6 月 

 ・生物学的安全性評価 2020 年 5 月 

非臨床試験 

・力学的評価     2020 年 9 月 

 ・安全性・有効性評価 2020 年 10 月 

 ・安定性評価     2021 年 11 月 

・生物学的安全性評価 2020 年 12 月 

治験用製品製作        2020 年 12 月 治験用製品製作        2021 年 5 月 

治験         2021 年 12 月 治験         2022 年 5 月 

承認申請       2022 年 12 月 承認申請       2023 年 5 月 

上市         2023 年 11 月 上市         2024 年 4 月 

 

(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 早急に PMDA 相談を実施した上で、相談結果を踏まえ臨床上の有

効性、安全性を示すための非臨床試験のプロトコルを作成し、

2019 年 6 月までに PS 及び PO の確認を得ること。 

2019 年 8 月 8 日に RS 戦略相談対面助言を実施し、臨床上の有効性、安

全性を示すための非臨床試験プロトコルを作成し、2019 年 11 月 14 日付

で今年度の継続承認を得て、交付決定頂いた。3 月末時点ではフォローア

ップ相談に向けたデータ資料を準備中である。 

現体制での承認申請に対する懸念。 治験と承認申請及び販売展開に向けてノーベルファーマとの共同開発契

約に対し、基本合意した。 

知財 現体制での特許申請に対する懸念。 2019 年 2 月 20 日に出願した特許に対し、12 月 19 日に AMED 知財リエ

ゾンと打合せ、今後はノーベルファーマの知財部の協力を得ることとし



 

27 

 

領域 指摘事項 対応 

た。出願した特許に対する FTO 調査を実施し、今後の進め方を AMED
知財リエゾンとノーベルファーマ知財部の協力を得ながら対応する。3 月

末時点では現在出願済の特許を強化するための数値的データを整備中で

ある。 

技術・評価 非臨床試験プロトコルに対する懸念 PMDA との対面助言を得て以下の項目の非臨床試験プロトコルを確定

した。 

【物理的化学的安全性】6 項目 

【生物学的安全性】8 項目 

【機械的安全性】7 項目 

【安定性及び耐久性】10 項目 

【性能、効能及び使用方法を裏付ける試験】8 項目 
3 月末時点では継続してデータ整備中である。 

そ の 他 事 業

化全般 

販売展開に対する懸念 上市に向けた販売活動に対しノーベルファーマ株式会社の協力を得

る旨合意した。また、2019 年 11 月ドイツ デュッセルドルフで開催

された MEDICA にて欧州を中心として本品に対するニーズが高いこ

とも確認出来たため、海外展開についてもノーベルファーマと相談し

ながら進めて行くこととした。 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

早急に PMDA 相談を実施した上で、相談結果を踏まえ臨床上の有効性、安全

性を示すための非臨床試験のプロトコルを作成し、2019 年 6 月までに PS 及び

PO の確認を得ること。 

本品の RS 戦略相談内容概略、治験機器概要書、類似医療機器との比較表、

臨床研究計画書の概略を作成し、PMDA への対面助言申請を行い、事前面談を

5 月 20 日に実施した。臨床上の有効性、安全性を示すための非臨床試験の

プロトコルは、前述の資料の中で物理的化学的安全性、生物学的安全性、有

効性、機械的安全性、安定性及び耐久性、機器の性能を裏付ける試験、機器

の効能を裏付ける試験、機器の使用方法を裏付ける試験の各々の項目に対し

て作成した。6月 10 日にドラフト版を PMDA に提出し、7月 8日に 20 部 PMDA

へ持ち込み、RS 戦略相談対面助言を 8 月 8 日に実施し、9 月 10 日付で対面

助言の議事録を得た。 

非臨床試験におけるステントとデリバリーカテーテル及びシステムとし

ての評価について追加の評価項目を指導頂き、本件において実施すべき非臨

床試験プロトコルを確定し、2019 年 11 月 14 日付で継続承認を得て交付決

定頂いた。 
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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） 

 

2019 年度に製作手配した非臨床評価用製品を用いて継続して非臨床試験を実施し、必要な試験設備装置を導入する。前年度実施期間を計画変更し

た生物学的安全性試験については今年度実施する。2018 年度に出願した本件特許については FTO 調査を実施し、他社知財に対する使用許諾の有無

を確認し、必要な場合は使用許諾交渉を実施すると共に、追加の発明内容について本件の知財の権利強化を実施する。本品については良好な非臨床評

価を得られることを前提に、ノーベルファーマ株式会社と治験実施と承認申請及び販売展開についての協議を進めると共に、上市に向けた製品の製

造体制の構築を図る。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
JMR 株式会社 

〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原 3061 

電話: 0256-77-8808 / FAX: 0256-77-8809 / E-mail: info@jmr-lab.com 

 

 


