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1. 事業の概要 

下肢閉塞性動脈疾患の治療において、デバイスのサイズダウンをすることによって、より低侵襲治療

を実現すること、膝窩動脈に対して有用なステント治療ができることが望まれている。また、橈骨動脈

からアプローチできるデバイスのニーズがある。本事業では、粉末冶金法を用いて NiTi を高強度化し、

その材料からステントを製造することによってステントの薄肉化を実現する。また、高強度 NiTi 素材の

量産化およびステント用チューブの製造、量産化も実現する。これにより、ステントデリバリーシステ

ムの細径化が可能となりステント治療の低侵襲化、膝窩動脈へのステント治療適用、橈骨動脈からのア

プローチを実現させ、より低侵襲の下肢動脈を治療できるセルフエキスパンダブルステントの開発とそ

のデバイスの海外展開を行うことを目的とする。 

 

 

 

高強度NiTiを用いた下肢用セルフエキスパンダブルステントの開発・海外展開

高強度NiTiを用いた薄肉ステントによるさらなる低侵襲化治療
テルモ株式会社、有限会社エスク、大阪大学、国際医療福祉大学

H27-034

４Fr.システムの開発

ステントシステムの細径化による低侵襲化

有限会社エスク

 現在の下肢領域の血管治療では、6Fr.システムが
主流で、ほとんどが大腿動脈アプローチ。

 大腿動脈ではなく手首の動脈からアプローチして
治療できるデバイスがない。

 膝より末梢の動脈に対して、有効なセルフエキスパ
ンダブルステントがない。

 ステントを薄肉化してデリバリーシステムの細径化
を実現させる。

 手首の動脈からのアプローチが可能になり、より
低侵襲化できる。

 末梢動脈のステント治療が可能になる。

Class Ⅳ

細径・薄肉の精密パイプ加工において高い技術力を有し、難し
い素材のパイプ加工実績も多くある。またカテーテルや内視鏡
部品などの医療用パイプの生産実績があり、事業化の際の品
質管理においても体制を整えられる。

平成27（2015）年10月時点

φ2.1mm

Φ1.7mm

相談

申請

医療機関

国際医療福祉大学
•ニーズの提供
•デバイスの有効性評価

製販企業
第一種製造販売業［13B1X00101］

テルモ株式会社
•研究推進
•設計、開発、製造

第三認証機関 CE認証
医薬品医療機器総合機構（PMDA）

米国食品医薬品局（FDA）

助言

承認

顧客
（欧州、国内、米国）

研究機関

大阪大学接合科学研究所
•素材開発
•素材評価、分析

ものづくり中小企業

有限会社エスク
•ステント用素材、パイプの製造

•パイプ量産化

事業管理機関
PL

中

SL
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1.1 事業の目的 

●医療現場の課題 

下肢閉塞性動脈疾患の治療において、セルフエキスパンダブルステントによる治療が広く行われるよ

うになった｡現在の下肢領域の治療で使用されるデバイスシステムは 6Fr.であり、そのほとんどが大腿動

脈からの治療領域にアプローチを行っている。上肢からのアプローチ、特に橈骨動脈アプローチでは、

術後の安静が楽で、大腿動脈アプローチと比較して出血合併症のリスクを抑えることができ、術後の回

復も早いことから医療経済性にも優れているメリットがある。しかしながら、現在の下肢領域の治療で

使用されるデイバスシステムのほとんどが 6Fr.でカテーテルなどのデバイスの外径が大きいため、橈骨

動脈からのアプローチが難しい。現時点で、橈骨動脈アプローチによる下肢閉塞性動脈疾患を治療でき

るような、例えば 4Fr.システムの治療デバイスはほとんど開発されていない。さらに膝窩動脈より末梢

の閉塞性動脈疾患においては、同じような血管径である冠動脈治療用のバルーンエキスパンダブルステ

ントで代用が多く、細い血管の治療に適用できるセルフエキスパンダブルステントはほとんどない。 

 

●医療現場のニーズ 

下肢閉塞性動脈疾患の治療において、デバイスのサイズダウンをすることによって、より低侵襲治療

を実現すること、膝窩動脈に対して有用なステント治療ができることが望まれている。また、橈骨動脈

からアプローチできるデバイスシステムのニーズがある。さらに、下肢閉塞性動脈疾患は硬化性病変が

多く、十分な拡張力を有するステントも望まれている。 

 

●解決策 

ステントシステムのサイズダウンをするには、ステントが折りたたまれた状態の径(デリバリーシステ

ムの外径)を小さくする必要があり、ステントを薄肉化させることが一つの解決策である。しかしながら、

単純にステントを薄肉化させるだけでは、ステントの拡張力を低下させてしまい、有効なステント治療

ができるものとはならない。そこで、ステントに使用される NiTi 合金の高強度化を行い、薄肉化しても

拡張力の高いステントを実現させる。それにより、ステントシステムのサイズダウンを可能とし、大腿

骨動脈からのアプローチから橈骨動脈からのアプローチに手技を変えることができる。橈骨動脈アプロ

ーチに変えることで、出血合併症の低減や、術後すぐに歩行が可能で入院日数を短くできることなどメ

リットがあり、医療経済性にも貢献できると考えられる(米国では 1 症例あたり 5 万円のコスト削減効果

あるとのデータもあり)。さらには膝窩動脈など細い血管の治療も可能にする。また、硬化性の病変に対

しても拡張力の強いステントを提供できる。 

また、本事業で開発するステントシステムは、現在、テルモ株式会社で製造販売している自社先行品(ミ

サゴ)の後継製品となる。本事業のステントシステムの開発は、その自社先行品(ミサゴ)の事業化の実績

を活かし、自社先行品(ミサゴ)と同様にまず欧州市場(CE マーク取得)へ海外展開する。さらに欧州での

臨床データを、その後の日本や米国の申請に活用することが可能なため、まず欧州市場を選択すること

は有効である。 

 

したがって、本委託業務では、高強度 NiTi を用いてステントの薄肉化を実現し、ステントデリバリー

システムを細径化することで、橈骨動脈アプローチも可能とする、より低侵襲の下肢動脈を治療できる

セルフエキスパンダブルステントの開発とそのデバイスの海外展開を行うことを目的とする。 

 

●欧州(CE マーク)適合宣言：非公開 

 PMDA 申請：非公開 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：テルモ株式会社 

PL： 川西 徹朗（テルモ株式会社） 

SL： 高畠 伸幸（有限会社エスク） 
共同体： ①有限会社エスク 

  ②学校法人国際医療福祉大学 

  ③国立大学法人大阪大学 
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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 血管用ステント クラス分類 Ⅳ 

製品名 
自己拡張型ペリフェラルステ

ント 
分類名称（一般的名称） 血管用ステント 

対象疾患 下肢動脈 届出／認証／承認 CE認証 

想定される販売先 欧州 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 
大腿動脈領域における動脈疾患の拡張又は管腔の維持 

動脈疾患の拡張又は管腔の維持、血流改善 

薬事申請予定者 テルモ株式会社 医療機器製造販売業許可 テルモ株式会社(13B1X00101) 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

テルモ株式会社 医療機器製造業許可  

 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 

  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） 150億円/年 200億円/年 

想定シェア（上市後 3年目） 10％ 10％ 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

φ2.1mm

Φ1.7mm

①

②

１．手技方法と治療部位
①橈骨動脈アプローチによる治療部位までの経路

②膝窩動脈よりも末梢の動脈の治療部位

２．ステントの細径化イメージ

ステントストラットの厚さと幅の減少により、細管化を実現する

３．ステントイメージ

φ2.1mm 

φ1.35mm 
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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 

・橈骨動脈アプローチによる下肢動脈疾患治療をターゲット 

・膝窩動脈などの末梢の領域の治療をターゲット 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

・欧州の下肢ステント市場は 200 億円市場と予想。年 10%以上の市場成長率。本製品によるシェアは

10%を見込み、売上 20 億円を見込む。 

・膝窩動脈などの末梢血管の新規市場を 50 億円と予想、シェア 10％を見込み、売上 5 億円と予想。 
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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 

・Biotronik 社、Abbott 社、Optimed 社などここ数年で細径システムを販売開始。 

 

 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） 

・薄肉化しても十分な拡張力を有するステントであり、柔軟性・耐久性を有するステントデザインと

なっている。 
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

H26（2014）年度 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
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 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】
ペリフェラル
用ステント

実績

量産機開発 計画

【製品名】
ペリフェラル
用ステント

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

ステント用チューブ開発
ステント開発
安全性・耐久性試験

ステント用チューブ開発
ステント開発
安全性・耐久性試験

ステント用チューブ開発
ステント開発
安全性・耐久性試験

試作品開発（一次）

安全性・耐久性検討

製造ライン設計・検証

安全性試験、生物学的安全性試験

薬事体制づくり

★
H28.9知財出願

出願準備

体制づくり

戦略検討

市場調査

チャネルの確保

アフターサービス体制の構築

販売計画作成

試作品開発（予備）

試作品開発

ステント用チューブ開発

ステント開発

ステント用チューブ開発

ステント開発

試作品開発（一次）

安全性・耐久性検討

動物実験

（ブタ血管埋殖試験）

出願準備
★
H28.3出願
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期 非公開 

上市時期 非公開 

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち委託費 0.0 0.0 0.0 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：本） 非公開 

 ② 海外 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期 非公開 

上市時期 非公開 

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち委託費 0.8 0.8 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：本） 非公開 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち委託費 0.8 0.8 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：本） 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

発売後 3 年目で回収を予定している。 

 

 

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”   

本開発品は、テルモで製造販売を行っているミサゴの後継製品となる。薬事、知財、販売など現在の

ビジネススキームを活用することができる。 

高強度 NiTi を使用することで細径化を狙うが、現行スペックの性能向上にもつながる。新規製品だけ

でなく、バージョンアップ品としてもランナップすることが可能。 

適用品種を拡大する、改良品を適宜市場導入することで、売上維持、拡大を行う。 
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 2) ビジネス体制 

  

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 現行品ミサゴの実績活用。 

 

 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） 

現行品ミサゴの実績活用。 

 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 

材料に関して出願準備中。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

テルモ知財方針による。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発部門、マーケッティング部門など関連部署との連携。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

他社品評価、動物実験による安全性試験などの実施。 

 

 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

現行品ミサゴの販売チャネル、供給体制を活用。 

相談

申請

医療機関

国際医療福祉大学
•ニーズの提供
•デバイスの有効性評価
•臨床試験

製販企業
第一種製造販売業［13B1X00101］

テルモ株式会社
•製品化、事業化

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
米国食品医薬品局（FDA）

助言

承認

顧客
（欧州、国内、米国）

ものづくり中小企業

有限会社エスク
•ステント用パイプの部材供給

アドバイザー
大阪大学

接合科学研究所

助言

ものづくり企業

•素材製造
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 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

現行品ミサゴの体制を活用。 

 QMS 等の品質保証体制 

現行品ミサゴの体制を活用。 

 広報・普及計画 

現行品ミサゴと同様の広報活動を予定。 

 

 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体制不十分。 

②インプラント素材の安全性試験。 

 

①現行品ミサゴの薬事体制、薬事戦略を活用。 

②現行品ミサゴの実績活用、PMDA などの事前相

談の活用。 

知財 

①素材について周辺特許の拡充が不十分。 

②製造加工についての特許は出願。 

 

①現行品ミサゴの実績活用。 

②ノウハウの取り扱いへの注意。 

 

技術 ・

評価 

①本開発材料のパイプ加工が非常に難しく、量産

化実現の難易度が高い。 

②粉末押出材の工業化検討が不十分である。 

③ステント耐久性試験。 

①引抜加工以外の製造方法の探索も並行で行う。 

②パイロット試作、外注活用、コンソーシアム拡

充。 

③耐久性試験機導入、外注活用など。 

その他

事業化

全般 

①競合が多いく、DES・DEB などの他の治療の動

きがある。 

 

①市場調査および学会等参加などで情報収集を

継続していく。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

粉末冶金にて製造した NiTi 合金の高強度化とその材料のステント用チューブ加工を行う。また、開発合金による薄肉化したステントプロトタイプ

を製造し、ステントの性能評価および安全性評価、耐久性評価を行う。 

具体的には「粉末冶金、押出素材の仕様設定」については、溶解 NiTi 合金よりも高強度特性を有し、チューブ塑性加工が可能な組成の設定および

押出材の製造、機械的特性の評価を行う。「ステント用チューブ開発」については、先の検討で設定した NiTi 合金バルク材料を、機械加工によりシ

ームレス管とし、塑性加工により所要の仕様のステント用チューブを作製する。「ステントデザイン検討」については、自社先行品(ミサゴ)のステン

トのデザインをベースに 4Fr.システム用の新規デザインを作成する。「ステントプロトタイプ開発」については、先の検討で設定した組成でステント

プロトタイプの製造を行い、ステントの性能評価を行う。「安全性・耐久性試験」については、ステントプロトタイプの動物実験による安全性評価と

ステントの耐久性評価を実施する。 

 

(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 

自己拡張型ペリフェラルステント 肉厚 120μm ステント、４Fr.のデリバリーシステムの TRI アプローチ可能な下肢血管用ステント 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27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粉末冶金、押出素材の仕様設定 

粉末冶金、押出加工によって、溶解 NiTi合金

よりも高強度特性を有し、チューブ塑性加工

が可能な組成設定および押出材の製造、機械

的特性の評価を行う。 

ア)NiTiの組成比の設定【大阪大学】 

・Ti 粉末と Ni 粉末の混合比を変え焼結材、

押出材を製造する。その押出材の引張試験片

を作製し溶解材と比較。高強度化および超弾

性特性を確認し、チューブ塑性加工ができる

組成比を設定する。 

イ)大型押出材のパイロット試作検討【テル

モ】 

・量産検討として、大型のプレス機で押出材

を試作。 

・粉末冶金の工業化検討として、粉末から押

出材までの外注加工検討。 

・パイロット試作品について、組成分析、組

▶ 

・混合粉末より焼結と押出を行い、引張試験、変態

温度測定などの材料評価を実施。Ni組成比が小さい

押出材の室温引張試験では、良好な超弾性特性を発

現しなかったが、51%程度の Ni 組成比では、高強度

で良好な超弾性特性を確認。その押出材でステント

を製造し、ステントの特性評価を実施。十分なステ

ント拡張力を確認。 

・量産化の事前検討用として、大型押出材用素材を

製造。 

・粉末冶金を利用した合金製造の工業化検討として、

原料粉末からの押出材を製造。 

 

・溶解材との比較。 
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平成 27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 

織観察、表面分析などの実施予定。 

②ステント用チューブ開発 

①で作製された NiTi合金バルク材料を、機械

加工によりシームレス管とし、塑性加工によ

り所要の仕様のステント用チューブを作製す

る。 

ア)事前加工検討 

・粉末冶金材に先立ち、溶解材を使用し NiTi

チューブ加工の検討を行う。 

イ)粉末冶金材の素管作製 

・放電加工・ガンドリル加工等の機械加工に

より穴を空け、チューブ形状とする。 

ウ)粉末冶金材のチューブ塑性加工検討 

・上記素管を、塑性加工により目的の外径・

肉厚まで細く加工する。 

▶ 

・NiTi 押出材による塑性加工性予備検討と時効熱処

理による加工性への影響を検討。 

・放電加工と外面切削加工により、溶解材丸棒の穴

あけパイプ化機械加工を実施。 

・事前検討の一つとして、溶解材によるパイプ加工

性を確認。 

・NiTi押出試作材の穴あけ加工の実施。 

・押出試作材のクラット伸管加工の検討。 

・NiTi押出試作材の伸線加工を実施し、加工性を確 

▶ 

・計画達成。 

③ステントデザイン検討 

ア)自社先行品(ミサゴ)のステントのデザイ

ンをベースに 4Fr.システム用の新規デザイン

を作成し、ステントプロトタイプ製造する。 

・汎用有限要素解析ソフトを利用してステン

トデザインを作成する。その際に、ラジアル

フォースが現行のステントよりも低下しない

ようにする。 

イ)ステント試作 

・ア)で作成したステントデザインにて実際に

レーザーカットを実施し、4Fr.デリバリーシ

ステムに組み立て検討する。 

▶ 

・4Fr.システム用のステントデザインは検討中。 

 

▶ 

・有限要素解析を利用した 4Fr.用ステントデザ

インの検討。 

 

④ステントプロトタイプ開発 

①の結果より、材料特性、加工性に優れる組

成の NiTi 合金にてステントプロトタイプを

試作する。またステントの機能性評価を実施

する。 

ア)ステントプロトタイプの製造 

①で製造された TiNi 合金の押出材よりステ

ント製造を行う。 

イ)ステントの機能性評価 

▶ 

・①で製造した押出材のステント試作と評価を実施。 

・ミサゴステントよりも薄肉化に成功。そのステン

トにてミサゴと同等以上のステント拡張力を確保。 

・ステントの柔軟性、耐久性、ステント拡張温度な

どのその他の評価は実施中。 

・ステントプロトタイプでブタの下肢動脈への埋殖

試験を実施し、問題なく留置箇所にデリバリーする

ことができ、狙った留置位置に正確に留置できるこ

▶ 

・計画達成。 
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平成 27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 

ステントプロトタイプに対して、ステント拡

張力、柔軟性、変態温度などステントの機能

性評価を実施する。また、市販の NiTi チュー

ブより製造したステントと性能比較も実施す

る。 

とを確認。 

⑤安全性・耐久性試験 

④で製造したステントプロトタイプが動物実

験に十分な性能を有する結果が確認された

ら、動物実験による安全性の確認を行う。ま

た、下肢動脈ステントに重要な特性の一つで

ある耐久性試験(フラクチャー試験)を実施す

る。 

ア)動物実験【テルモ】 

・家畜ブタによる下肢動脈へのステント留置

を行い、留置時の性能評価を行う。評価項目

として血管開存性およびステントフラクチャ

ーの発生有無などを確認する。また、開発ス

テントの比較として、自社先行品(ミサゴ)、

他社ステントも留置する。 

イ)耐久性試験【テルモ】 

・解剖学的な運動により、血管は曲げ・圧縮・

ねじりなどの変形が生じる。その繰り返し変

形がステントに負荷される際の、疲労特性・

耐久性の試験を実施する。 

ウ)有効性評価【国際医療福祉大学】 

・動物実験や耐久性試験、ステント性能評価

より、臨床的観点から有効性評価を行う。 

 

 

 

▶ 

・開発合金で製造したステントの素材の安全性を確

認と薄肉させたステントのステント開存性への影響

の確認を目的とし、ブタの下肢動脈へのステント埋

殖試験を実施。ブタ血管へのステント埋殖試験では、

ミサゴ、競合品を比較物質とした。プロトタイプは

問題なく目標留置箇所へアクセスが可能で、正確に

ステント留置できることを確認。1 カ月の血管造影

では、良好な血流状態を確認している。 

・耐久性試験用のステントを製造中。 

▶ 

・ステント耐久性試験の実施。 
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1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 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・上司

スケジュール） 

特になし。   

 

(2) 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 特になし。  

知財 素材としての特許出願を検討すること。 組成を変えて素材を製造し、ステント用チューブへの加工性、ステ

ント性能を確認中。その後、特許性をテルモ知財と相談予定。 

技術・評価 競合戦略、競合優位性を明らかにすること。 市場調査の実施、競合品の品ぞろえの確認。 

 競合品を購入して、ステント性能評価を実施予定。 

 ステント埋殖の動物実験にて、競合品も比較評価実施中。 

その他事業

化全般 

特になし。  

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

特になし。  
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1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 28 年度の事業概要 

粉末冶金にて製造した NiTi 合金のステント用チューブ加工を行い、そのチューブより薄肉化したステントプロトタイプを製造、ステントの性能評

価および安全性評価、耐久性評価を行う。 

具体的には「粉末冶金、押出素材の仕様設定」については、チューブ塑性加工が可能な NiTi の組成範囲を決定し、粉末冶金、押出、熱処理などの

製造条件の最適化する。「ステント用チューブ開発」については、大型押出で試作されるパイロット丸棒材を適用し、穴あけパイプ化、チューブ塑性

加工を実施し、ステント用チューブの試作品作製を行う。「ステントデザイン作成」については、自社先行品(ミサゴ)のステントデザインをベースに

細径システム用のデザインを作成し、ステントプロトタイプ製造およびクリンプ性能評価を行い、基本デザインを決定する。「ステントプロトタイプ

開発」については、設定した組成と伸管で製造されたチューブよりステントプロトタイプの製造と性能評価を行う。「安全性・耐久性試験」について

は、NiTi チューブから製造した細径システムのステントプロトタイプの安全性評価とステントの耐久性評価を実施する。 

 

(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①粉末冶金・押出素材の仕様設定 テルモ・大阪大学・エスク 粉末冶金、押出、熱処理などの製造条件の最適化させて、チューブへの加工が可能な

NiTiの組成範囲を決定する。 

・NiTiの組成範囲の決定[テルモ・大阪大学・エスク] 

テルモ・大阪大学・エスクと連携しチューブ塑性加工が可能である Ti粉末と Ni粉末

の混合比を設定する。また SPSや押出の寸法、加工条件などの最適化を行う。 

大阪大学は、保有設備で製造できる素材試作を行い、テルモ・エスクに素材提供す

る。また材料特性の評価を行い、組成比設定の根拠等を見出す。エスクでは大阪大学

から提供される素材のチューブ加工を実施し、加工可能な NiTi の組成範囲を確認す

る。テルモでは、押出材とチューブから製造したステントの基本性能評価で薄肉化、

高強度化を確認し NiTi組成範囲を決める。 

・パイロット試作と粉末押出の工業化[テルモ] 

平成 27 年度で製造した試作の評価を受けて、上記の決定する組成範囲で改良試作

を実施する。また、大阪大学で実施している製造工程について工業化の見通しを立て

る。 

②ステント用チューブ開発 エスク 大型押出で試作されるパイロット丸棒材を適用し、チューブ塑性加工を実施し、ステ

ント用チューブの試作品作製を行う。 

・大型パイロット材のチューブ加工の検討 

実現性の高い伸管法により、チューブ加工を実施し、設定される寸法のチューブを試

作する。超弾性が担保可能な溶体化熱処理によるチューブ試作を行う。 

③ステントデザイン作成 テルモ 自社先行品(ミサゴ)のステントをベースに細径システム用の新規デザインを作成し、

ステントプロトタイプ製造およびクリンプ性能評価を行い、基本デザインを決定す
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項目名 実施主体 具体的な内容 

る。 

・ステントデザイン作成とプロトタイプ製造および評価 

ミサゴのステントデザインをベースにデザインを作成。有限要素解析などでひずみ評

価など行い、基礎データの収集。有望なデザインからステントプロトタイプを製造し

ステントの拡張性能、柔軟性などの性能評価の実施。 

④ステントプロトタイプ開発 テルモ ②で製造されたチューブよりステントプロトタイプの製造と性能評価を行う。 

・ステントプロトタイプの製造 

②で製造されたチューブでステントプロトタイプを製造し、機能性評価を実施する。 

市販の NiTi チューブより製造したステントと性能比較を実施する。 

⑤安全性・耐久性試験 テルモ・ 

国際医療福祉大学 

細径システムのステントプロトタイプの安全性評価とステントの耐久性評価を実施

する。 

・動物実験による性能評価、安全性確認(テルモ) 

細径システムのステントプロトタイプの性能確認を実施する。 

・耐久性試験の実施(テルモ) 

ミサゴおよび競合品を含めて、ステント耐久性試験の実施。解剖学的な運動によるス

テントの変形を模擬した試験系で実施する。 

・有効性の総合評価(国際医療福祉大学・テルモ) 

ステント性能、デリバリー性能、ユーザビリティ、動物実験など臨床的観点から有効

性評価を実施する。 

 

(3) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  新規材料に対する対応確認 

  

  

知財  周辺特許 

  

  

技術・評価  チューブ加工の成功 

 コスト 

  

その他事業

化全般 

 コスト 

 工業化 

 耐久性評価 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

 
 

1.9.2 平成 27 年度委託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 

エスクに供給する材料を製造する企業の参入の方向性を出す。 

(2) 事業の進め方 

特になし。 

(3) その他 

特になし。 

 

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。 △一部
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。 △一部
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 △一部
どのような効果があるか明確になっていますか。 △一部

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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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。、 △一部
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）。 △一部
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。 ×不十分
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。 △一部
製品の利用方法が明確になっていますか。 △一部

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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
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。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 △一部
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。 △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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1.10 事業に関する連絡窓口 
 

テルモ株式会社 研究開発本部 

早場 亮一 

〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口 1500  

電話: 0465-81-4120 / FAX: 0465-81-4149 / E-mail: Ryouichi_Souba@terumo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


