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生体吸収性ステントの国内製品化を目指す
（株）京都医療設計、慶應大学病院、京都工芸繊維大学

H23-001

1985年11月に会社設立。医療機器の販売を行う商社部門、
生体吸収性縫合補強材の国内総代理店を行うメーカー部門、
生体吸収性ステントの研究開発、製造を行う製造部門の３部
門で事業を展開。生体吸収性ステントは欧州で世界初の商品
化に成功。2010年APEC”JAPAN EXPERIENCE”にて展示

金属ステントに置き換わることを目標として

ステントが異物として永久に残存すると弊害を来たす

株式会社京都医療設計 Patients are our first priority 

 金属ステントは永久に血管内に残存し、ステント内再狭窄
が生じた場合、追加治療の妨げとなる。

 血管内において、ステントとしての機能が必要な期間は、６
～９ヶ月以内である。

 金属ステントは成長過程、金属アレルギーの人に使用でき
ない。

 生体吸収性ステントは必要期間のみ機能を有し、血管内
で２～３年で消失する。

 高強度ポリL-乳酸繊維を用いてステントを構成し、ステント
強度を向上。

 冠動脈用で良好な長期（10年）結果を得ている。
 末梢血管用は欧州にて世界で初めて商品化。
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1. 研究開発の概要 

1.1  研究開発の背景・研究目的及び目標  

(1)  研究開発の背景 

経皮的血管形成術（PTA：Percutaneous transluminal angioplasty）においては､再狭窄や elastic 

recoil、内膜剥離による急性閉塞などの合併症を伴う。これら合併症の予防あるいは処置の目的で、

ステントが用いられている。 

ステントは、脈管内部から血管壁を支持し、その内腔を開存することを目的とする円筒構造体で

ある。既に臨床におけるステントの有用性は認められており、現在、様々な血管領域でステントが

使用されている。しかしながら、現在、使用可能なステントは全て金属製である。このような金属

製のステントは、一旦血管内に留置されると、外科的手術を施さない限り、血管内から取り出すこ

とができない。ステントは、経皮的血管形成術の合併症に対して良好な成果を得ているが、一方で

ステントを留置した部位でさらに狭窄を来たすステント内再狭窄（In-stent restenosis）が、臨床

上、問題として残っている。再狭窄及びステント内再狭窄は、経皮的血管形成術後の６～９ヶ月以

内に、生じると言われている。この期間に再狭窄が生じない場合は、発生率が顕著に低下する。そ

のため、ステントは血管内において、６～９ヶ月の間、ステント機能を有してれば良く、その後は、

血管内で残存し続ける必要がない。  

生体吸収性ステントは生分解性素材によって構成され、ポリ L-乳酸製の生体吸収性ステントは血

管内に留置された後、6～9 ヶ月間、ステントとしての機能を有し､血管組織中にて大よそ 2～3 年で

消失するよう、設計されている。生体吸収性ステントは、患者の体内に永久に留置されることなく、

血管内に異物として残らないため、ステント内再狭窄を生じた際にも、再治療を容易に施すことが

できる。 

弊社においては 1990 年頃から冠動脈用の生体吸収性ステント開発を開始した。開発当初のステン

トデザインは、ニット形状で作製し、動物実験を施行した。以降、生体吸収性ステントの改良と動

物実験を重ね、生体への安全性及び意図した目的に使用し得ることが示され、1998 年に臨床治験を

施行して、冠動脈においてその安全性が立証された。 

ヒト冠動脈へのステント留置の安全性が示された後、生体吸収性末梢血管用ステントの開発を行

った。既に、冠動脈用ステントにおいて、安全性は示されていたものの、設計された製品が意図し

たステント性能を発揮し得るかについて、生体吸収性末梢血管用ステントについても動物実験を施

行した。その後、末梢血管に使用する臨床試験をヨーロッパにて施行し、2007 年に欧州で生体吸収

性ステントとしては世界初の CE マークを取得し、商品名を”REMEDY”とし、欧州 11 カ国で生体吸

収性末梢血管用ステントの販売を行っている。 

 

(2)  研究の目的 

金属製ステントはステント留置後、体内に恒久的に残存する。これに対し、本事業が開

発する生体吸収性末梢血管用ステントは、血管内に留置後、ステント機能を有した後に体

内にて消失する。この生体吸収性ポリマーを使用したステントは、次世代型ステントとし

て有望視されており、新規性を有す医療機器である。 

当該研究は、中小企業発の国産メーカーとして、国内市場に参入することを見据え、生体吸収

性末梢血管用ステントを実用化させることを目的とし、25 年度は製品性能の向上を図る改良、及

び薬事承認必須要件である治験実施、並びに追加試験を行うことを目標としている。 

 

(3)  研究の目標 

(a)  生体吸収性末梢血管用ステントの臨床使用評価及び経過観察  

【臨床使用評価】 

慶応義塾大学病院及び関連病院にて 100 例のステント留置術を施行し、臨床での使用評

価を株式会社京都医療設計が収集する。 

PMDAからの要求に対し、対応に時間がかかり、当初の計画より治験開始が 1.5年遅れている。
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そのため、症例施行に延滞がないよう、症例が多く施行されている施設での施行症例を増やし

て、円滑に治験症例を消化する。 

【経過観察】 

ステント留置後の検査を実施し、9ヶ月間の有効性評価及び12ヶ月間の安全性評価を行い、

生体吸収性末梢血管用ステントの妥当性確認を行う。データ集計、統計解析を株式会社京都

医療設計が行う。 

本事業における 25 年度の結果報告は、9 ヶ月及び 12 ヶ月を経過した症例につき、

有効性評価及び安全性評価を行い、成果結果を報告する。 

 

(b)  レーザー溶着接合部の分解性評価（国立大学法人 京都工芸繊維大学）  

24 年度の本事業による研究成果として、レーザー溶着接合を行うことで、接合強度が 2.8 倍

向上することが判明した。しかしながら、レーザーにて溶着するステント接合部は、非結晶状

態となるため、従来品と比べると分解性が異なると考えられる。そのため、25 年度は分解に伴

う強度及び分解挙動について評価する。 

分解挙動を調べ、レーザー溶着接合による改良によって、物性が変化することなく、製品性

能が向上すると判明した後、非臨床試験での妥当性を示し、PMDA において、治験品への適応に

つき協議し、レーザー溶着接合の改良を製品に反映させる。加えて、既にＥＵにて販売してい

る製品についても、一部変更届にて、改良製品を市場に投入することとする。 

 

(c)  ステントデリバリーシステムの改良 

既存のステントデリバリーシステムの先端部はバルーンカテーテル先端とプロテクティシー

ス先端との間に段差がある。ステントデリバリーシステムを移送する際、プロテクティブシー

ス先端部が血管壁に擦れた状態で接触し、損傷を与える危険性がある。そのため、バルーンカ

テーテルとプロテクティブシースの段差を無くす、改良を行う。 

改良によって、ステントデリバリーシステムの性能が向上し、安全に使用可能であると判明

した後、非臨床試験での妥当性を示し、PMDA において、治験品への適応につき協議し、ステン

トデリバリーシステムの改良を製品に反映させる。加えて、既にＥＵにて販売している製品に

ついても、一部変更届にて、改良製品を市場に投入することとする。 

 

(d)  承認申請の準備 

株式会社京都医療設計が PMDA の対面助言（医療機器申請前相談等）を受け、承認申請に

必要な試験、データ、文書等を確認し、承認申請の準備を行う。 

 

(e)   承認要件の確認及び追加試験の実施 

PMDA の医療機器安全性相談にて、海外メーカーが実施したステントデリバリーシステムの生

物学的安全性試験が GLP適合施設で行われていないため、GLP施設にて再度、試験が必要である

との指摘を受けた。国内の薬事承認申請には、試験の実施は必須であることが判明したため、

25 年度に試験を実施する。 

また、PMDA 品質相談を通じ、製品の品質保証を厳格に行うため、保管試験や輸送試験等を再

度実施する必要がある。承認申請までに保管に関するデータ数を増やし、製品品質保証をより

厳格に行っておく必要があり、25年度に保管試験を実施する。 

 

 

1.2  事業実施（研究開発）体制 

(1)   研究組織及び管理体制 

(a)   研究組織（全体）   
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1.3 成果概要 

1.3.1 開発製品「末梢血管用生体吸収性ステント REMEDY」 

【訴求ポイント】 

動脈硬化疾患の治療において、血管内に永続的に残存する金属製ステントに替わり、独自の生体吸

収性ポリマー技術を用いた生体吸収性ステントを改良し、血管内に異物を残さず、自然な血管機能回

復を実現する新規ステントを製品化する。 

 

1.3.2  事業化計画 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

 高強度ポリ L乳酸繊維の開発 

繊維強度が約 2 倍向上した。 

 生体吸収性末梢血管用ステントの改良及び性能評価 

ステント強度が 20%以上向上した。 

 生体吸収性末梢血管用ステントの結晶化度の最適化（分解性） 

熱処理により結晶化度を制御することで、分解性を調整することが可能であることが判明した。 

 生体吸収性末梢血管用ステントの接合部の高強度化 

レーザー溶着にて剥離強度が 2.8 倍向上した。 

  レーザー溶着接合部の分解性評価 

レーザー溶着接合を施した接合部は分解後も従来品と同等の強度を維持し、レーザー溶着接合

を実製品へ適用することができる。 

 ステントデリバリーシステムの改良 

バルーンカテーテル先端部とプロテクティブシース先端部の段差を無くす、改良を行った。 

 

(b) 薬事対応状況 

PMDA対面助言（医療機器治験相談及び医療機器性能試験相談）を通じ、24 年度に生体吸収性ステ

ントの治験を開始した。 

PMDA 対面助言（医療機器安全性確認相談、医療機器品質相談）を受け、追加試験実施の必要性に

ついて確認を行い、GLP適合施設にてステントデリバリーシステムの生物学的安全性試験を行った。

また、製品の品質保証を厳格に行うため、保管試験や輸送試験等を再度実施した。 

 

 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 国内市場・顧客 

国内の金属製末梢血管用ステントの販売実績は、年々増加傾向にあり、2013 年の金属製末

梢血管用ステント市場は約 116 億円に達すると予測されている（「医療機器・用品年鑑 2013 年版」 

株式会社 アールアンドディ発行）。2012 年の販売実績（金額）は、3 年前の 2009 年に対し 46.5％

国立大学法人  京都工芸繊維大学  
再委託 

 

株式会社 京都医療設計 

慶應義塾大学病院  

 京都工芸繊維大学  

 再委託 
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の伸び率で増加し、2012 年から 2013 年にかけては 10.6％の伸び率が予測され、今後も増加傾向に

ある。 

 

(b) 海外市場・顧客 

2010 年、欧州の末梢血管ステントの市場は 4 億 3,700 万米ドル（約 393 億円）で今後も 9%の成長

率で伸び続け、2014 年には 6 億 1,900 万米ドル（約 557 億円）に達するとみられている（「欧州の末

梢血管ステント市場 European Markets for Peripheral Vascular Stents」 Medtech Insight 発

行）。 

 

(3) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 

金属製末梢血管用ステントにおける問題として、血管の伸縮、圧迫、曲げ、捻れなどの負荷により、

留置したステントが破壊（ステントフラクチャー）され、これが原因となり再狭窄を引き起こすこと

が上げられている。近年では、再狭窄を低減することを目的とし、パクリタキセルがコーティングさ

れた COOK 社の薬剤溶出型末梢血管用ステント「Zilver® （ジルバー）PTX®」が国内で薬事承認

され、末梢血管領域での DES（薬剤溶出型ステント）の登場が話題となっている。DES はステント

留置後のステント内再狭窄率が低率であるため、有用とされているが、その反面、ステント留置後の

長期にステント内血栓症を来たす可能性がある。DES は一定期間、薬剤が血管組織に放出されるよ

うに設計されているものの、薬剤放出後は、BMS（ベアメタルステント）と同様に異物として血管

内に永久的に残存し、金属製ステントのもつ基本的な問題は解決されていない。そのため、生体内で

分解吸収される生体吸収性ステント、又はこれに薬剤を塗布した生体吸収性薬剤溶出ステントが次世

代ステントとして位置づけられており、冠動脈領域では各社、生体吸収型の薬剤溶出性ステントの開

発に取り組んでいる。 

 

(b) 開発機器の競合とのベンチマーキング 

開発機器は生体吸収性ポリマーにより、ステントを構成しているため、金属と比べると、素材自体

の強度がポリマーでは弱いため、ポリマーから成る生体吸収性ステントはステント強度が弱く、強度

を向上させることは困難とされていた。ステントは血管を支えるに足るステント強度を有していなけ

ればならないため、金属製ステントの強度を目標として開発を行った。その結果、ポリ乳酸繊維の強

度を向上させることができ、ステント強度は従来の自社生体吸収性末梢血管用ステントと比べ、20％

以上向上した。 
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2. 本編 

2.1 生体吸収性末梢血管用ステントの臨床使用評価及び経過観察 

生体吸収性末梢血管用ステントの薬事承認を取得するため、治験を開始した。2012 年 8月 7日に治

験計画届出書を PMDA (独立行政法人医薬品医療機器総合機構) に提出し、各治験施設において治験準

備手続きを行ったのち、慶應義塾大学病院を含む 7 施設にて治験を開始した。2013 年 7 月 23 日には

治験施設に横浜市立市民病院を加え、合計 8施設で治験を進めている。 

治験実施計画書（プロトコール）上、100 症例を行う予定をしており、現在も治験継続中である。

今後、100症例の 12ヶ月フォローアップの評価結果を待ち、治験総括報告書を作成したのち、承認申

請を行う計画である。 

 

(1)  今後の予定 

引き続き 100 症例に向けて、治験を進める予定である。それぞれの症例に対し、治験実施計画書に

定めた通り、退院時以降、術後 3 ヶ月、6 ヶ月、9 ヶ月、12 ヶ月にてフォローアップを行い、収集し

たデータを基に解析を行った後、臨床評価を行う予定である。（表 3.治験スケジュール参照） 

 

 

2.2 レーザー溶着接合部の分解性評価 

平成 25 年度事業ではレーザーを照射し、ポリ-L-乳酸繊維同士を溶融させたステント接合部の分解

性を検証した。レーザーを照射した部位のポリ-L-乳酸繊維は、通常の結晶化状態から非晶状態に性質

を変化させるため、ステント接合部の分解性が通常のポリ-L-乳酸繊維とは異なる挙動を示す可能性が

ある。レーザー照射、未照射の試料においてそれぞれ実時間及び加速分解の生分解性試験を実施し、

分解に伴う力学的及び物理化学的試験にてステント接合部の性能評価を行った。その後、レーザー照

射、未照射の試料の結果を比較することで、レーザー照射によるステント接合部への影響を検証した。 

 

(1)  目的 

レーザー照射により、非晶状態になったステント接合部の分解性の変化を検証する為に、レーザ

ー照射したステント接合部、未照射のステント接合部に対して in vitro での 16 週間にわたる実分

解性試験、7 日間の加速分解試験をそれぞれ行い、引張試験、質量損失試験、GPC 試験を実施した。

それら試験の結果を比較することで分解挙動の評価を行う。 

 

(2)  試験検体の作製 

レーザー照射及び未照射のステント接合部をサンプルとして用意した。 

 

(3)  試験の概要 

    図①の番号 1、番号 2の範囲のポリ-L-乳酸繊維及び、ステント接合部に対して引張試験にて力学

的強度を測定し、分解に伴うポリ-L-乳酸繊維及び、ステント接合部の強度変化を評価した。番号 3

の部位に対して、電子天秤により分解に伴う質量変化を評価し、その後 GPC 試験を行って分解に伴

う分子量の変化を評価した。 

 

(4)  測定ポイントとサンプル数 

当生分解性試験を開始する直前に全試験期間における初期数値の測定を行い、リン酸緩衝液中で

の分解開始から実時間に置いては 2 週間後、4週間後、6週間後、8 週間後、10週間後、13 週間後、

16 週間後に各測定を実施した。加速分解試験については 1 日後、3 日後、7 日後に各測定を実施し

た。試験項目と、浸漬させるサンプル数は次項の通りである。 
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(5)  試験サンプルの準備 

試験サンプルのポリ-L-乳酸繊維及びステント接合部は、容量 12ml（口内径×胴径×全長（mm）=

φ15×φ20×45）の不活性プラスチック製の蓋が付いた試験瓶（写真 4）にて試験サンプルを完全

に浸漬させた。各サンプルを浸漬させた容器には各々ラベルを付し管理することとした。なお、こ

のリン酸緩衝液には、その他の添加物は含まれていないものとした。各試験サンプルは予め定めら

れた測定のみを行うものとし、同一サンプルを他の測定に用いない。 

 

 
写真 4 試験瓶 

容量 12ml（口内径×胴径×全長（mm）=φ15×φ20×45） 

 

初期 2週 4週 6週 8週 10週 13週 16週 総数

質量損失 12（3） 12（3） 12（3） 12（3） 12（3） 12（3） 12（3） 0 84（21）
剥離試験 10（10） 10（10） 10（10） 10（10） 10（10） 5（5） 5（5） 10（10） 70（70）
せん断試験 5（5） 5（5） 5（5） 5（5） 5（5） 3（3） 3（3） 4（4） 35(35)

試験瓶数 18 18 18 18 18 11 11 14 126

実時間分解各期間使用試験検体数(N数)

※せん断試験、質量損失試験のコントロール試料についても同様に行うものとする
※剥離試験におけるコントロール数は初期～8週まではN=5とし10、13週はN=3、16週はN=4とする

※質量損失において,N=1につき初期値1.2mg以上分の試料を使用する

1日 3日 7日 総数

質量損失 12（3） 12（3） 12（3） 36（9）
剥離試験 10（10） 10（10） 10（10） 30（30）

せん断試験 5（5） 5（5） 5（5） 15（15）

試験瓶数 18 18 18 54
※質量損失において,N=1につき初期値1.2mg以上分の試料を使用する

※剥離試験以外のコントロール試料についても同様に行うものとする

※剥離試験におけるコントロール数はN=5とする

70℃加速分解各期間使用試験検体数(N数)

1日 3日 7日 総数
剥離試験 7（7） 7（7） 7（7） 21（21）
せん断試験 7（7） 7（7） 7（7） 21（21）

試験瓶数 14 14 14 42
※コントロール試料についても同様に行うものとする

60℃加速分解各期間使用試験検体数(N数)

試験検体 コントロール 総数

質量損失 120 120 240
剥離試験 121 71 192
せん断試験 71 71 142

総数 312 262 574

総試料数
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(6) 試験サンプルの環境 

全ての試験サンプルは恒温オーブン（写真 5）にて、実時間分解試験については試験期間を通し

て 37±1℃に保持した。加速分解試験においては恒温オーブン（写真 6）で 70±1℃もしくは、60±

1℃に保持した。リン酸緩衝液が激しく動くことがないよう安定させた（写真 5）。リン酸緩衝液の

pH 値は 7.4±0.2 とした。この値は試験期間を通して維持できるよう、試験期間毎に少なくとも 2

つの異なる容器のリン酸緩衝液の pH を、pH 試験紙を用いて確認することとした。また、リン酸緩

衝液の混濁等の異常について、適宜目視確認を行うこととした。 

初期サンプルは、37±1℃の蒸留水中で 60±15 分間保持した後に、試験サンプルが濡れた状態で

引張試験を行うこととした。試験サンプルについては浸漬期間終了後初期サンプルと同様に37±1℃

の蒸留水中で 60±15 分間保持した後に、試験サンプルが濡れた状態で引張試験を行った。なお 37

±1℃の温度管理は、恒温オーブン（写真 5）にて行った。 

 

                     
写真 5 恒温オーブン（DK340S YAMATO 製）  写真 6 恒温オーブン（DN400 YAMATO 製） 

 

 

(7) 試験結果 

全試験期間を通して、温度及び pH値に逸脱は見られず、すべての試験は適切に行われた。 

① 引張試験 

1) 実時間分解試験 

実時間分解の検体は 16週まで浸漬を行い、ステント接合部の引張強度（せん断、剥離）を測定した。 

せん断方向の強度については、浸漬期間初期のものでは、コントロールの方で強い強度が示された

が、後期では試験サンプルの方が強い強度が示されている。よって両者の分解に伴う強度の差は検体

のバラつきによるものであると推測される。 

剥離方向の強度については、初期では試験サンプルとコントロールの間に、およそ 2.4 倍の強度の

差があったものが、最終 16 週の時点では、両者の強度の差はおよそ 1.9倍であった。試験サンプルの

方が若干分解による影響を受けやすい傾向がデータにより示された。試験サンプルとコントロールの

間には、大きな強度の差があり、レーザーによるポリ-L-乳酸繊維同士の溶融は、ステント接合部の強

度の向上に有効であると推測される。 
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2) 加速分解試験 

計画当初は 70℃で引張試験の加速分解試験を行う予定であったが、浸漬 3 日目で試験サンプル及び

コントロール全てが測定不能という結果となった。そのため反応温度を 60℃に変更し、再度加速分解

試験を行った。 

70℃加速分解では、1 日の時点で試験サンプル、コントロールともに重量平均分子量が初期の約半

試験サンプル コントロール 試験サンプル コントロール
初期 4.53 5 1.9 0.78
2週間 3.24 4.75 1.5 0.65
4週間 3.28 3.98 1.4 0.54
6週間 3.07 4.62 1.9 0.77
8週間 3.94 3.79 1.36 0.66
10週間 3.7 3.77 1.27 0.61
13週間 3.64 3.25 1.05 0.7
16週間 3.49 3.36 1.16 0.61

せん断試験 剥離試験
最大荷重（N）

試験期間
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分になっていた（後述）。しかしこの時点でもせん断方向の強度は試験サンプルとコントロールでほぼ

同等であることが示された。剥離方向の強度については、かなりの低下が見られたが、それでも試験

サンプルはコントロールの約 1.92倍の強度を保っていた。浸漬 3日目では、試験検体の重量平均分子

量は、初期の 20％ほどまで分解が進行しており(後述)、測定が不可能であった。 

60℃加速分解の結果については、検体の浸漬期間と比例して強度が低下することが示された。この

結果から、ステント接合部の分解に伴う強度の変化は、レーザーの照射、未照射に関わらず浸漬期間

に比例して緩やかに進行することが予想される。せん断方向、剥離方向の強度の変化については実時

間分解と類似した傾向が示された。せん断方向の強度については試験サンプルとコントロールの間で、

ほとんど差がないことが示され、剥離方向の強度については、最終 7 日の時点で試験サンプルとコン

トロールの強度の差はおよそ 2.0倍という結果が示された。 

 
 

 
 

 

試験サンプルコントロール試験サンプルコントロール
初期 4.53 5 1.9 0.78
1日 2.08 2.03 0.25 0.13
3日 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能
7日 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能

加速分解試験（70℃）

試験期間
最大荷重（N）

せん断試験 剥離試験
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②  質量損失試験 

1) 実時間分解試験 

実時間分解試験については、今回設定した試験期間内では試験サンプル及びコントロールの間に明

確な差は確認されなかった。 

試験サンプル コントロール 試験サンプル コントロール
初期 4.53 5 1.9 0.78
1日 4.43 4.4 1.68 0.7
3日 4.19 4.17 1.44 0.65
7日 4.09 3.81 1.08 0.59

せん断試験 剥離試験
最大荷重（N）

試験期間

加速分解試験（60℃）
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2) 加速分解試験 

加速分解試験については、70℃、浸漬 7 日目で初期の質量を 100％とすると、試験サンプルは 86.5%、

コントロールは 93.6%となり両者の間に、およそ 7.1％の質量差が確認された。この結果より、レーザ

ーを照射したステント接合部の方が未照射よりも早く分解されることが推測された。 

 

 

試験サンプル コントロール
初期 100 100
2週間 98 98.3
4週間 97.9 99.3
6週間 96.9 98.1
8週間 96.4 96.9

10週間 96.4 96.7

13週間 96.7 96

試験期間 質量損失試験

対初期値重量比（％）

試験サンプル コントロール
初期 100 100
1日 96.3 98.3
3日 95.2 94.8
7日 86.5 93.6

対初期値重量比（％）
試験期間 質量損失試験
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③ GPC試験 

初期段階のステント接合部の重量平均分子量は、試験サンプルで約 21.4 万、コントロールは約 20.1

万であった。 

1)実時間分解試験 

実時間分解試験では検体のバラつき等の影響で、多少重量平均分子量が浸漬期間に関わらず上下す

ることがあったが、試験サンプル、コントロールともにほぼ同じように重量平均分子量は推移してい

った。最終 13週では、初期の重量平均分子量を 100％としたとき、試験サンプルは 75.4％、コントロ

ールは 77.8％となった。 

 
 

 
 

2) 加速分解試験 

加速分解試験では 3 日目までの時点で試験サンプル、コントロールともにほぼ限界まで分解が進行

した。途中試験サンプルと、コントロールの間で重量平均分子量の大小の入入れかわりなどが見られ

たが、最終 7 日目には、両者ともほぼ同じくらいの分解度で落ち着いた。7 日目の重量平均分子量は

初期を 100％としたとき、試験サンプルは 12.5％、コントロールは 14.2％であった。 

 

  

試験サンプル コントロール

初期 100 100
2週間 86.4 93.4
４週間 88.9 92.4
６週間 69.9 79.8
８週間 78.2 80.4
10週間 75.7 79.8

13週間 75.4 77.8

試験期間
対初期値重量平均分子量変化（％）

試験サンプル コントロール
初期 100 100
1日 53.8 47.3
3日 15.8 22.7
7日 12.5 14.2

試験期間
対初期値重量平均分子量変化（％）

質量損失試験



 

13 

 

 

 
 

(8)  まとめ 

ステント接合部にレーザーを照射し、ステントリングを構成するポリ L-乳酸繊維同士を溶融させた

試験サンプルと、レーザー未照射のステント接合部であるコントロールを、37℃（実時間分解試験）、

60℃、70℃（加速分解試験）のリン酸緩衝液中に浸漬した後、引張試験、質量損失試験、GPC 試験、

の各試験を行った。 

実時間分解試験では、ステント接合部のせん断方向への強度の変化は、試験サンプルとコントロー

ルの間でほぼ同等であるという事が今回の試験により明らかになった。剥離方向への強度はレーザー

によりポリ-L-乳酸繊維同士を溶融させた試験サンプルで、初期ではコントロールと比較し約 2.4倍の

強度を持っていたものが、16 週の分解を経た後ではコントロールと比較して約 1.9 倍の強度になるこ

とが示された。質量損失試験では両者の間にほぼ差が無いという結果になった。GPC 試験による重量

平均分子量の測定では初期の重量平均分子量を 100％としたとき、試験サンプルが 75.4％、コントロ

ールが 77.8％となった。 

加速分解試験については計画当初は 70℃で全ての試験を行う予定であったが、浸漬 3日目で 

試験サンプル及びコントロール全てで引張試験が測定不能という結果となった。その為引張試験用の

検体についてのみ、反応温度を 60℃にしたものを追加し、再度加速分解試験を行った。 

60℃の加速分解試験では、実時間分解と同じ傾向が示された。せん断方向の強度については試験サ

ンプルとコントロールの間で、ほとんど差がないことが示され、剥離方向の強度については、最終 7

日の時点で試験サンプルとコントロールの強度の差はおよそ 2.0 倍という結果が示された。70℃によ

る加速分解試験は浸漬 3日目で検体の測定が不可能になったが、浸漬 1日目の約 50％の重量平均分子

量が低下した際の引張試験の結果が、本実験で実施した引張試験の検体で、最も分解が進んだもので

あるとみなせる。せん断方向の強度は大きく低下していたが、試験サンプル、コントロール間で差が

ほとんどないことが示された。一方剥離方向の強度についても、せん断試験と同様強度は大きく低下

していたが、試験サンプルがコントロールの約 1.92倍の強度を保っていたことが示された。 

GPC 試験による重量平均分子量は浸漬 3 日目までの時点で試験サンプル、コントロールともにほぼ

限界まで分解し、最終 7 日目には初期を 100％としたとき、試験サンプルは 12.5％、コントロールは

14.2％まで分解が進行した。 

質量損失試験では、初期の質量を 100％とすると、試験サンプルは 86.5%、コントロールは 93.6%と

なった。 

レーザーを照射した試験サンプルと、未照射のコントロールの分解性はほぼ同等で、分解を伴って

もなお、ステント接合部の強度は、レーザーを照射することで向上することが今回の試験により予測

された。 
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2.3  ステントデリバリーシステムの改良 

生分解性ポリマーであるポリ-L-乳酸を原材料とした末梢血管用生体吸収性ステント 『REMEDY™』（以

下、本ステント）は、原材料を紡糸・延伸して得られるポリ-L-乳酸 繊維にて作製されており、本ス

テントはバルーンカテーテルによって拡張させることに よって血管に留置するシステムを採用して

いる。本ステントは金属ステントと異なり、 血液の温度により、縮径された状態から徐々に.拡張す

る性質を備えている為、縮径された状態で目的病変部に到達させる為に、プロテクティブシースを本

ステントのデリバ リーシステムに組み込んでいる。（図 1）  

 図 1に示したように本ステントデリバリーシステムの先端部には、本ステントが収納 されている為、

バルーンカテーテルとプロテクティブシースとの間に段差が生じており 、その為、本ステントの送達

時に血管壁を損傷させる危険性がある。  

 以上のことより今回我々は、本ステントデリバリーシステム先端部の段差を解消するべく新たにデ

リバリーシステムの先端チップの開発を行い、その接着強度を測定した。  

 

 
 

 

(1)   目的  

 本ステントデリバリーシステムの先端部の段差を 200μｍ以下とする為に、組込み可能な先端チ

ップの開発、またその接着強度において、10N 以上を達成する。  

 

(2) 先端チップ素材の選定  

 先端チップ素材として、カテーテル等の医療機器に多く使用されている Pebax®（ペバックス）を

採用した。Pebax®（ペバックス）は、ポリエーテルブロックアミド共重合体で、優れた機械的・物理

的及び化学的性質を持った、広い範囲の可撓性を有する熱可塑性エラストマーである。USP（米国薬局

協議会）ClassⅥに適合した、高い生体適合性を持ち、抗凝血性・抗血栓性に優れた材料である。  

 

(3)  先端チップの開発 

 先端チップの開発に際して、プロテクティブシース内で空気が停滞しないように、フラッシュポ

ートを組込んだ先端チップを開発した。  

 

(4) 本ステントデリバリーシステム先端段差測定  

 Pebax®を原材料とした先端チップの試作品が完成した（写真 1、2 参照）。この先端チップを本ス

テントデリバリーシステムに装着し、先端部の段差を測定した。  

 

図 1；末梢血管用生体吸収性ステント『REMEDY
™
』のデリバリーシステム概要 

 

デリバリーシステム先端部 
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① 測定サンプルの準備  

 写真 1 に示した先端チップを同じく写真 2 に示したように、各サイズの本デリバリーシステムに

装着す  

る。  

② 測定方法  

 精密万能投影機 PJ300 に測定サンプルを固定し、各サイズの本デリバリーシステムにおいてプロ

テクティブシースと先端チップの段差を計測する。（写真 3参照）  

 

 
 

③ 測定結果  

 本ステントデリバリーシステムの各サイズにおいて、写真 4 に示すように先端部の段差を N=3 で

測定し、平均値を先端チップを装着する前のものと比較した結果、先端チップを装着した本ステント

デリバリーシステムの先端部の段差はすべて判定基準を満たした。（表 1 参照） 

 

写真 1； Pebax®を原材料とした先端チップ 写真 2；本ステントデリバリーシステムに装着された先端チ

ップ 

 

写真 3；精密万能投影機 PJ300（株式会社ミツトヨ社製） 



 

16 

 

 
 

 

測定対象 size  先端チップ装着

前（μｍ）  

先端チップ装着

後(μm)  

5 ㎜ type 575  132  

6 ㎜ type  549  104  

7 ㎜ type  551  103  

8 ㎜ type  298  128  

9 ㎜ type  283  138  

判定基準  ＜200μm 

 
 

 

(5) 先端チップ接着強度測定  

 写真 1 に示した先端チップを本ステントデリバリーシステムのバルーンカテーテル 3 本の先端チ

ップに接着し、24時間乾燥させた。（写真 5参照）  

① 測定サンプルの準備  

 写真 1 に示した先端チップを本ステントデリバリーシステムのバルーンカテーテル 3 本の先端チ

ップに接着し、24時間乾燥させた。（写真 5参照）  

 

表 1；本デリバリーシステム先端部段差測定結果 

写真 4；精密万能投影機での段差測定（左；先端チップ無、右；先端チップ有） 

写真 5；先端チップを取り付けたバルーンカテーテル 



 

17 

 

② 測定方法  

 引張圧縮試験機 SV-52NA（写真 6）の上側治具に先端チップを取り付け、下側治具にバルーンカテ

ーテル部分を取り付ける。上下治具のスパンを 5mmに設定し、20mm/min にて引っ張る。破断または先

端チップが外れた時の強度を最大荷重とした。  

 

        
 

③ 測定結果  

 全てのサンプルで先端チップは外れたが、当社の判定基準は満たしていた。（表 2、グラフ 1参照）  

 

サンプル番号  最大荷重（N)  

①  11.66  

②  11.22  

③  14.53  

平均  12.47  

当社判定基準  ＞10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6；引張圧縮試験機 SV-52NA(株式会社 今田製作所社

製） 

上側治具 

下側治具 

表 2；先端チップ引張試験結果 
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2.4  承認申請の準備 

PMDA の対面助言（医療機器申請前相談）を受け、承認申請に必要な試験、データ、文書等を確認

した。 

テーマに関連する事項につき、PMDAと㈱京都医療設計、双方の確認の確認を行い、㈱京都医療設計

の対応の可否について検討した。 

 

 

2.5  承認要件の確認及び追加試験の実施 

2.5.1  ステントデリバリーシステムに関する生物学的安全性試験の実施について 

(1)  医療機器安全性確認相談から生物学的安全性試験実施まで 

医療機器安全性確認相談以前に弊社で保有していたステントデリバリーシステムに関する生物学的

安全性試験結果は GLP 適合施設にて実施されたものではなかったため、PMDA より、GLP 適合施設

において生物学的安全性の評価を行うよう求められた。 

その為、社内でステントデリバリーシステムに関する生物学的安全性試験の実施を検討し、過去に

ステントに対して生物学的安全性試験を実施した実績がある株式会社シミックバイオリサーチセンタ

ーにて、ステントデリバリーシステムの生物学的安全性試験を実施することを決めた。 

医療機器の生物学的安全性試験については、「医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全

性評価の基本的考え方について 別添医療機器の生物学的安全性試験法ガイダンス（平成 24 年 3 月 1

日、薬食機発 0301 第 20 号、厚生労働省医薬食品局 審査管理課医療機器審査管理室長）」（以下、「医

療機器ガイドライン」）に必要な試験項目及び試験方法等が記載されている。 

当ステントデリバリーシステムは、医療機器ガイドラインに記載の「体内と体外を連結する機器 循

環血液（一時的接触）」該当するため、同ガイドラインに定められた通り、GLP に準拠した必要不可

欠の試験項目を実施して、生物学的安全性を評価した。 

 

2.5.2  安定性に関するデータの充足について 

(1) ステントの安定性試験 

(a)  試験目的 

 本ステントは加水分解により性能を損なう恐れがあり、また、熱的な影響を受けて形状を記憶する

特性がある。当試験では、有効期間である 6 ヶ月の保管期間中に本ステントの性能が自社で定めた基

準を維持していることを確認する。 

(b)   考察 

①  常温（無負荷） 

全試験期間（6 ヶ月間）を通して、保管環境は 25℃±1℃以内に維持できていた。 

ラディアルフォース試験及びステント拡張試験の結果、5 ヶ月保管後、6 ヶ月保管後の各サイズ全サ

ンプルにおいて、判定基準を満たしていた。 

② 過酷環境（有負荷） 

全試験期間（6 ヶ月間）を通して、保管環境は 29℃±1℃以内に維持できていた。 

ラディアルフォース試験及びステント拡張試験の結果、5 ヶ月保管後、6 ヶ月保管後の各サイズ全サ

ンプルにおいて、判定基準を満たしていた。 

 

以上より、本ステントは、過酷環境下での 6 ヶ月間の保管においても自社で求める性能を維持でき

ると考えられ、有効期限は妥当であると評価できる。 

 

 グラフ 1；引張試験結果（①：黒 ②：薄桃 ③：濃桃 ） 
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(2)  ステントデリバリーシステムの安定性試験 

(a)  試験目的 

海外輸送及び現地での約 6 ヶ月の保管期間を経た「REMEDY のステントデリバリーシステム」に

対して、輸送及び保管期間中に製品の劣化がないことと無菌性が維持されていることを確認する。 

 

(b)   考察 

当輸送試験の結果、京都からドイツへの輸送、ドイツでの室温保管（約 6 ヶ月）ドイツから京都へ

の返却において、ステントデリバリーシステムの性能は全試験項目で判定基準を満たしており、また、

滅菌システムにおいても全試験項目で判定基準の逸脱は見られなかった。当試験に用いた試験検体は

現在取り扱いの全製品群の代表またはワーストケース（例えば、バルーン容積の大きなもの程、デフ

レートに時間を要する）であり、当試験において、輸送及び保管に対するステントデリバリーシステ

ム及び滅菌システムの安全性は担保出来ると考えられる。 

 


