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超高齢化社会を迎えた我が国では年間 30 万人を超える人が脳卒中を発症しており年々増加し

ている。死亡率こそ低下傾向であるものの、寝たきりの原因の第一位であり、発症後の介護な

ども合わせると日本の社会保障費増大に多大な影響を与えている。この脳卒中の破裂および未破

裂脳動脈瘤の治療として、以前より脳動脈瘤頚部クリッピング術が行われてきた。脳動脈瘤頚部クリッ

ピング術は、開頭を行い顕微鏡操作下に脳動脈瘤を露出し、直視下にクリッピングを行い脳動脈瘤内へ

の血流を遮断することで、脳動脈瘤の破裂を防ぐ手術である。これに対し、最近では経動脈的脳動脈瘤

コイル塞栓術が行われる機会が増えている。経動脈的脳動脈瘤コイル塞栓術は、血管内から脳動脈瘤内

に挿入したマイクロカテーテルを通して放射線透視下に脳動脈瘤内に脳動脈瘤塞栓用コイルを誘導し、

このコイルで脳動脈瘤を塞栓して脳動脈瘤内への血流を遮断する治療方法である。経動脈的脳動脈瘤コ

イル塞栓術は、1990 年に Gugulielmi が脳動脈瘤塞栓用のプラチナコイルを報告したことから始まり、

低侵襲であること、直達手術では到達困難な部位へも到達可能なことなどから、近年、症例数を急速に

増やしている。 

 

開頭術から血管内治療への変化 

 

経動脈的脳動脈瘤コイル塞栓術の有効性に関しては、大規模臨床試験でも証明されており、経動脈的

脳動脈瘤コイル塞栓術が広まる追い風となった。しかし、同時に経動脈的脳動脈瘤コイル塞栓術におい

ては、治療後のコイル塊の変形（coil compaction）や残存動脈瘤の再増大などにより再治療を要する症

例や、治療後に再出血を生じる症例が多いことも指摘されており、治療後も定期的に画像検査を行って

塞栓状態の評価を継続していくことが必要である。画像検査としては、脳血管撮影(DSA)が行われてきた

が、これはカテーテルを血管内に挿入して造影剤を注入する検査であり、検査自体が侵襲性を有するた

め危険が伴う。そこで、脳血管撮影に代わり、Magnetic resonance angiography(MRA)が行われること

が多くなってきている。MRA であれば、非侵襲的に比較的簡便に検査を繰り返すことが可能である。最

近では、MRI 撮像技術の進歩により、MRA は経動脈的脳動脈瘤コイル塞栓術後の塞栓状態の評価とい

う点において脳血管撮影に劣らないことが多く報告されており、その有効性は広く認識されつつある。

しかし、MRA では、脳動脈瘤塞栓用コイルによる金属アーチファクトが問題となっている。金属アーチ

ファクトのために、正常な親血管（脳動脈瘤が発生している正常血管）が一部描出されなかったり、逆

にコイルが入りきっていない残存動脈瘤があたかも塞栓されて血流がないかのように描出される可能性

がある。親血管が金属アーチファクトにより狭窄様に描出された場合、コイル塊が動脈瘤から正常血管

に逸脱しているのか、それとも塞栓された動脈瘤内での血栓形成が正常血管内にまで波及しているのか

鑑別が困難である。また、残存動脈瘤が描出されない場合、最悪の場合は再治療の必要性を過小評価す
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る可能性もある。したがって、金属アーチファクトの克服は、経動脈的脳動脈瘤コイル塞栓術後の評価

を MRA で行っていく上で、克服すべき問題であると言える。 

 

DSAと MRAの差異 

DSA では綺麗に塞栓されていることがわかるが、MRA では金属アーチファクトにより狭窄しているよ

うに見えてしまう。 

 

また近年、放射線透視下での血管内治療が盛んであるが、放射線を使うために患者および医師の放射線

被曝は避けられず問題となっている。このため今後は MRI 下での血管内治療を行うことも検討されてい

るが、現状の製品では MRI 撮像で金属アーチファクトを生じるために使用することはできない。このよ

うなことからも MRI で金属アーチファクトを生じない脳動脈瘤塞栓用コイルの開発が望まれている。 

 

1.1 事業の背景・目的及び目標 

1.1.1 事業の目的 

 近年、脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術をはじめとした脳血管内治療の進歩が目覚ましい。しかし、普及

が進むにつれて新たな問題点も指摘されている。特に従来の金属コイルによる金属アーチファクトは治

療方針を左右する大きな問題である。今回、我々はこれまで培ってきた磁性を考慮した合金作製技術及

びバネ加工技術を用いて、アーチファクトの生じない非磁性塞栓治療コイル（一般的名称：中心循環系

血管内塞栓促進用補綴材）を開発し上市を目指す。 

 

1.1.2 事業概要 

 H25 年度に完成した非磁性合金コイルを用いて生物学的安全性評価試験を行う。同時に脳血管内皮細

胞と非磁性合金の相互評価、ウサギ動脈瘤モデルでの MRI 評価を行い塞栓治療コイル（一般的名称：中

心循環系血管内塞栓促進用補綴材）システムの全体を決定する。また治験に進む際に必要な前臨床試験

を実施する。 

 

1.1.3 実施内容 

①  サブテーマ 1－1加工プロセスの評価（田中貴金属工業株式会社） 

加工プロセス（熱処理、時間、加工工具の材質）を確認し、規則層、結晶形状、不純物の違い

を調査する。分析方法としては、XRD(Ｘ線回折法)により規則層を定量分析し、組織観察によっ

て結晶状態を分析する。 さらに、規則層、結晶形状、不純物が及ぼす磁化率への影響を分析す

る。 

 

②  サブテーマ 1－2 コイル加工（マルホ発條工業株式会社） 
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合金組成のインゴット(精製した金属塊)より一次細線(素線)を引出し、脳動脈瘤塞栓治療コイ

ル（一般的名称：中心循環系血管内塞栓促進用補綴材）形状への加工を行う。この際、コイル先

端の先端球の加工やデリバリーワイヤーとの離脱部分の加工をレーザー加工機にて行う。 

素線の試作ボビン毎にコイル加工性に差異が認められるため、これの安定化の為の素線加工及

びコイル加工条件の探索を実施するとともに、コイル形状安定化の為の各種加工条件及び熱処理

条件を探索し、現行市場流通コイルと遜色のない安定性をほぼ確保できる加工条件を同定する。 

また、臨床使用上で極めて有用なコイル伸長防止用内部線加工、並びにコイル先端部の球状溶

接加工についても、現行市場流通コイルと遜色のないものを目指す。 

 

③  サブテーマ 1－3 磁化率評価・非磁性合金の細胞への評価（国立大学法人京都大学再生医科学

研究所） 

規則層、結晶形状、不純物が磁化率に与える影響を、SQUID(超伝導量子干渉計)を用いて定量

分析する。 

コイルへの細胞接着や細胞の性質に与える影響を細胞培養の手法を用いて評価する。 

 

④  サブテーマ 1－4 MRIイメージング（国立大学法人京都大学再生医科学研究所） 

規則層、結晶形状、不純物が MRI画像に与える影響の評価を行う。 

また、体内環境を模した血管拍動モデル内において MRI(1.5T,3T)での撮像を行い、 

金属アーチファクトが本開発コイルにおいてどの程度抑制効果を発揮出来たかを確認する。 

 

⑤  サブテーマ 2－1動物モデルを用いた MRI評価（国立大学法人京都大学再生医科学研究所） 

コイルが発生するアーチファクトの大きさ及び親血管への影響を比較する。右総頚動脈にエラ

スターゼを注入し動脈瘤モデルを作製。これにより Au-Ptコイルの金属アーチファクトを in vivo

で評価する。また非臨床試験に必要な臨床模擬試験を行い治験に備える。 

 

⑥  サブテーマ 2－2 非磁性コイルの安全性評価（マルホ発條工業株式会社） 

昨年度より実施している生物学的安全性評価試験を完遂する。Au-Pt合金からの溶出物やその

原料化学物質による細胞死や細胞の形態変化などを指標にして、その毒性作用が無いことを確

認する。 

本実施内容については、平成 26年 1月 17日に実施した PMDAとの対面助言において、予め提

出した「生物学的安全性に係る検証の試験プロトコールについては、概ね妥当であると考える。」

とのご判断を頂いている。 

また、「承認申請時又は治験を実施する場合にあっては、治験開始時までに、最終製品を用い

たエンドトキシン試験の実施が必要となる点に留意すること。」とのご指導を頂いている。 

 

⑦  サブテーマ 2－3 非磁性コイルの上市に向けた体制構築（マルホ発條工業株式会社） 

安全性評価試験の結果をもとに PMDAからの助言を得て、上市に必要なデータを準備する。PMDA

との協議を進めながら治験が必要と判断されれば、治験に関わる業務が恒常的に実施されるよう

治験事務局を設置し、治験実施の契約、審査委員会の運営管理の業務について準備する。 

また、デリバリーシステム製造販売企業との連携体制の構築を目指した活動を開始する。現在、

脳動脈瘤治療用のコイル販売業者としてはジョンソン＆ジョンソン、ボストン、アボット、グッ

ドマン、クック、テルモ、カネカが手掛けており、まずは国内メーカーへの接触から着手し、26

年度中に上市に向けた体制を構築する。 
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⑧  プロジェクトの管理・運営（公益財団法人京都高度技術研究所） 

本プロジェクトを円滑に進めるため、再委託先の管理・指導、進捗状況の把握、委員会事務、

機械装置の購入手続き、平成２５年度まで及び新規の研究開発成果の特許申請の業務を行う。 

 

 

 

1.1.4 所在地 

① 事業管理者 

公益財団法人京都高度技術研究所 （最寄り駅：JR嵯峨野線丹波口駅） 

              〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134番地 

 

② 研究実施場所（下線部は主たる研究実施場所）  

マルホ発條工業株式会社 新光悦工場（最寄り駅：ＪＲ嵯峨野線園部駅） 

〒622-0021 京都府南丹市園部町瓜生野京都新光悦村２２ 

〃          本社（最寄り駅：阪急京都本線西京極駅） 

〒600-8888 京都府京都市下京区西七条八幡町２１ 

 

国立大学法人京都大学再生医科学研究所（最寄り駅：京阪鉄道京阪本線神宮丸太町駅） 

〒606－8507 京都府京都市左京区聖護院川原町５３ 

 

    田中貴金属工業株式会社  本社（最寄り駅：JR/地下鉄丸の内線東京駅） 

〒100-6422 東京都千代田区丸の内２－７－３ 東京ビルディング  

〃      平塚テクニカルセンター（最寄り駅：JR東海道本線平塚駅） 

         〒254-0076 神奈川県平塚市新町２－７３ 

 



6 

 

1.2 事業実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

国立大学法人京都大学 

 

マルホ発條工業株式会社 

 

田中貴金属工業株式会社 

 

再委託 

再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

国立大学法人京都大学 

再生医科学研究所 

組織修復材料化学分野 

教授 岩田博夫 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

マルホ発條工業株式会社 

営業本部 技術サービス課 

吉松 宣明 
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1.3 成果概要 

 

1.3.1 開発製品「非磁性合金を用いた脳動脈瘤用塞栓治療コイルの開発」 

近年、脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術をはじめとした脳血管内治療の進歩が目覚ましい。しかし、普及

が進むにつれて新たな問題点も指摘されている。特に従来の金属コイルによる金属アーチファクトは治

療方針を左右するほど核磁気共鳴画像への影響が大きい。今回、我々はこれまで培ってきた磁性を考慮

した合金作製技術およびバネ加工技術を用いて、アーチファクトの生じない非磁性塞栓用コイルを開発

し平成 28年度上市を目指す。 

 

 
 

 

 

 

 

製品名 非磁性合金を用いた脳動脈瘤用塞栓治療

コイル 

一般的名称 塞栓用コイル 

クラス分類 クラスⅣ 許認可区分 承認 申請区分 改良医療機器 

製造販売業者 マルホ発條工業株式会社 製造業者 マルホ発條工業株式会社 

販売業者 マルホ発條工業株式会社 その他（部材供

給） 

田中貴金属工業株式会社 

    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 欧米、アジア ） 

薬事申請時期 2015 年 9 月 2016 年 9 月 

上市時期 2016 年 9 月 2017 年 9 月 
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1.3.2 事業化計画 

今年度については、デリバリーシステム製造販売企業との連携体制の構築を目指した活動を開始し

た。現在国内で臨床使用されているＰｔＷ製の脳動脈瘤治療用塞栓コイルはそのほとんどが海外メー

カーより輸入されたものであるが、唯一の国産品として株式会社カネカメディックスが販売を行って

いる（テルモ株式会社も国内メーカーとして販売を行っているが、製造元は平成１８年に買収した米

国子会社である）。これに使用されているコイルは本事業に参画しているマルホ発條が加工し、カネカ

メディックスに提供しているものであるが、本製品についてもコイルの加工をマルホ発條が担当し、

医療機器としての最終製品をカネカメディックスが販売する体制とすれば、現行製品の製品システム、

外部装置、販売ルート、販売ブランド等をそのまま活用することができ、量産化には最も早く、かつ

初期投資も最小化できると考え、 

カネカメディックスとの協議を継続したが、現在のところ他の新製品の上市を検討されている最中

でもあり、前向きな回答は得られていない。場合によってはこの新製品に本研究にて開発された非磁

性特性を加えた製品として承認・上市に進む可能性については言及を得ている。 

 

海外メーカーとしてテルモの米国子会社であるマイクロベンション社など数社にについて打診を行

い、興味を示して頂いたメーカーが２～３あったが、製品の安全性や有効性等を示すデータの提示を

求められているため、来年度以降において、今年度に実施した生物学的安全性評価試験、ウサギエラ

スターゼ動脈瘤モデルを用いた性能試験、病理評価等の試験結果を整理して提示する予定である。 

また（独法）医薬品医療機器総合機構の戦略相談（対面助言）において、上記の安全性評価試験等

の整理された結果に基づく治験の要否についてのご見解を得た後、再度の打診を行う予定である。こ

れは販社の決定に当たり、治験費用の負担等、治験の要否が極めて重要な判断基準と成り得るためで

ある。 

薬事相談において治験を要するとの結論を得た場合については、販社の決定と並行して治験の準備

を行い、治験を要しないとの結論を得た場合については、薬事申請の準備を開始する予定である。 

 

1.4 当該事業の連絡窓口 

公益財団法人京都高度技術研究所 

〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134番地 

℡ 075-751-3625 

 

 


