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低侵襲医療機器の実現化を目指した領域横断的な知的基盤の創出と運用に関する研究 

 

主任研究者 渡辺 敏 財団法人医療機器センター理事長 

 

 

研究要旨：本研究は、低侵襲医療機器の実現化を目指し、領域横断的な知的基盤の構築と運

用を行うことを目的とする。知的基盤は、シーズデータベース（ＤＢ）、ニーズＤＢ、

リスクＤＢの３つのデータベース群及び低侵襲医療機器の適用可能性、実用化ビジョン

などについてディスカッションを行うフォーラムから構成される。 

 

分担研究者 

櫻井 靖久 東京女子医科大学名誉教授 

古幡 博  東京慈恵会医科大学教授 

小泉 和夫 医療機器センター専務理事 

 

Ａ.研究目的 

現代医療の向上は医療技術の革新の歴史と

同一であるといっても過言ではない。これまで

の大学・国研研究者、企業等の絶え間ない努力

により医療技術は、医療における量的インフラ

としてはある程度整備されて来たかに見える。

しかしながら、国民ニーズに合った安全かつ効

果的な高品質の低侵襲医療機器は未だ希少存

在となっている。その原因は、低侵襲医療機器

が多岐の機能要求を強いられていること、また

その実現には医薬工理などの他分野の横断的

取り組みが必要となるからであり、それらを支

える情報基盤が欠落していることに起因する

ものと考える。 

即ち、わが国が低侵襲医療機器分野において

世界をリードするためには、世界の情報を掌握

し、これをもとに自己評価及び客観的評価を行

い、初期の研究段階から最善の実用化戦略を踏

まえた研究開発が不可欠である。そのためには

我が国の英知を集めた個々の研究に加え、実現

化に向けた豊富なシーズ、ニーズとリスクに関

する知的基盤を保持する必要がある。 

そこで本研究は、低侵襲医療機器の実現化を

目指し、領域横断的な知的基盤の構築と運用を

行うことを目的とする。知的基盤は、シーズデ

ータベース（ＤＢ）、ニーズＤＢ、リスクＤＢ

の３つのデータベース群及び低侵襲医療機器

の適用可能性、実用化ビジョンなどについてデ

ィスカッションを行うフォーラムから構成さ

れる。具体的には、シーズＤＢは、低侵襲医療

技術の要素技術を研究開発する国内外の企業

を収集・紹介する先進企業ＤＢ、低侵襲医療技

術に関する重要論文を収集・紹介する重要論文

ＤＢ等から構成される。ニーズＤＢは、医学研

究者、臨床医のニーズを収集・紹介する医療提

供側ニーズＤＢ、低侵襲医療の最終的恩恵を受

ける患者のニーズを収集・紹介する医療受益者

側ニーズＤＢ等から構成される。リスクＤＢは、

低侵襲医療機器に関する不具合などの市販後

安全性情報を収集・紹介する市販後安全性情報

ＤＢ、低侵襲医療機器の市販前開発プロセス収

集・紹介する市販前開発プロセスＤＢ、ＰＬ（製

造物責任）裁判に関する判例情報を収集・紹介

するＰＬ裁判ＤＢ等から構成される。また、低

侵襲医療機器実現化フォーラムを開催し、意見
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交換に留まらない技術評価を行い、国際的に競

争力のある研究の促進を図るものとする。 

 

Ｂ.研究方法 

本研究は、主任研究者、分担研究者、更には

医学、薬学、工学、理学分野の研究者及び産業

界関係者による領域横断的専門家から構成さ

れる開発委員会を組織し、その下で遂行した。

また２つのＷＧを組織し情報収集作業等を行

った。また、日本生体医工学会専門別研究会ナ

ノメディシン研究会及びＮＰＯ法人医療ネッ

トワーク支援センターの協力も得て実施した。 

本研究においては、開発委員会において、低

侵襲医療機器を『既存の医療技術に比べ、診療

ニーズ・患者便益性の向上・改善を目指した患

者に対する侵襲性のより低い新医療機器・技

術』と定義した。本研究においては、この定義

を反映させつつ、情報収集を行った。なお、平

成 19 年度は循環器系疾患（心臓・血管）、平成

20 年度はがん・神経系疾患、平成 21 年度は整

形系疾患に関する低侵襲医療技術を中心に情

報収集作業を行うこととした。 

（倫理面への配慮） 

社会的倫理を考慮し、個人情報の漏洩及び知

的所有権の侵害等の可能性について十分配慮

する。特には、研究のアイデアや進捗状況を本

DB へ掲載したり、フォーラムで述べたりする

ことにより、知的所有権を侵害したりすること

がないよう十分検討した。また研究評価を行う

際は真摯な態度で実施し、公平性を欠くことの

無いよう十分配慮した。 

 

Ｃ.研究結果 

1）シーズ情報：低侵襲医療への要求や期待な

どを組み入れた実臨床に有用な機器開発の

実現には、最新で広視野・多角的な研究開発

情報を蓄積したシーズＤＢが有益である。シ

ーズＤＢは、低侵襲医療技術の要素技術等を

研究開発する国内外企業を紹介する先進企

業ＤＢ、様々なジャーナルから低侵襲医療機

器の開発に有益な論文を紹介する重要論文

ＤＢ等から構成される。そのため、本年度は

先進企業調査、重要論文調査、異業種企業調

査等を行った。先進企業調査としては 181

社の情報を収集し、収集データ項目について

は、企業名、国名、企業概要、技術カテゴリ、

URL 等とした。重要論文調査としては 85 文

献の情報を収集し、収集データ項目について

は、論文タイトル、著者・所属、論文雑誌名・

No など、注目理由・コメント、今後の展望、

技術カテゴリ等とした。異業種企業調査は、

本年度は、情報収集の方法論を検討するため

の予備調査と位置付け、既存データベースを

利用し、医療技術へ展開可能な技術を保有す

る異業種企業を数社収集した。 

2）ニーズ情報：低侵襲医療への要求や期待な

どを組み入れた実臨床に有用な機器開発に

は、ニーズＤＢが有益である。ニーズＤＢは

低侵襲医療技術を使用する医療従事者（臨床

医、医学研究者等）のニーズを紹介する医療

提供側ニーズＤＢ、低侵襲医療の最終的恩恵

を受ける患者のニーズを紹介する医療受益

者側ニーズＤＢ等から構成される。そのため、

本年度は、心臓血管・脳血管領域における医

師ニーズインタビュー調査及びＷｅｂアン

ケート調査、患者ニーズＷｅｂアンケート調

査を行った。①医療提供者側のニーズ調査と

して、臨床医に対し、現状の医療技術の改善

点、実現が望まれる新規の医療機器などに関

するインタビュー調査（30 名）及びＷｅｂ

アンケート調査（総回収数 105 件）を行った。

②医療受給者側のニーズ調査：循環器または

脳血管に関係する疾患に罹患した経験者に

対し、診断・治療時に感じられた不安や不快

感、問題点などに関するＷｅｂアンケート調

査（総回収数 500 件）を行った。 
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3）リスク情報：低侵襲医療への要求や期待な

どを組み入れた実臨床に有用な機器開発の

実現には、開発リスクの低減に資するリスク

ＤＢが低侵襲医療機器の実現性を高める。研

究開発当初より実臨床現場でのリスクを考

慮した機器開発を可能とするため、リスクＤ

Ｂは、低侵襲医療機器の市販前許認可プロセ

ス紹介する市販前許認可プロセスＤＢ、低侵

襲医療機器に関する不具合などの市販後安

全性情報を紹介する市販後安全性情報ＤＢ、

ＰＬ（製造物責任）裁判に関する判例情報を

紹介するＰＬ裁判ＤＢから構成される。その

ため、本年度は市販前開発プロセス調査、市

販後安全性情報調査、ＰＬ判例情報調査等を

行った。リスク情報調査は、日米欧の承認審

査状況、臨床試験状況などに関する市販前許

認可プロセスについて 10 機種の調査、機器

の状況と患者等の有害事象等の側面から不

具合疑われる症例報告を分析した市販後安

全情報調査として 6機種の調査、医療機器の

PL裁判に関する判例情報に関するPL裁判調

査として 78 例の調査を行った。 

4）フォーラム：低侵襲医療機器実用化フォー

ラムとして、臨床側、研究者側、企業側及び

規制・行政側が参加する「低侵襲医療機器と

しての薬剤溶出ステントへの期待」を 12 月

20 日に開催した。医療ニーズとして次世代

DES に期待することを血管生物学ならびに

血管内視鏡の立場から、技術シーズとして、

生体吸収性ナノ粒子のコーティングや生体

吸収性 Mg ステント、新規約剤溶出ステント

などを取り上げ、さらに、次世代薬剤溶出ス

テントの審査の現状と展望についても講演

し、実用化に向けて何をすべきかを議論した

（参加者約 250 名）。 

5）データベースシステム：半恒久的に稼働可

能な環境構築を目指し、検討を進めた。 

6）事前評価の一環となるピアレビューの在り

方を検討した。 

 

Ｄ.考察 

シーズ情報として、低侵襲医療技術を開発す

る先進企業調査、低侵襲医療機器にいずれ将来

結びつくと思われる技術に関する重要論文調

査、医療技術へ展開可能な技術を保有する異業

種企業調査を行った。低侵襲医療への要求や期

待などを組み入れた実臨床に有用な機器開発

の実現には、最新で広視野・多角的な研究開発

情報を蓄積した多様なシーズ情報の中から最

適抽出（Best Selection）を行うことが有益で

あり、3つの調査結果は、独立した内容の調査

であるもののお互いを補完するものでもあり、

シーズ情報としてはいずれも必要なものと考

えられた。次にニーズ情報として、心臓血管・

脳血管領域における医師ニーズインタビュー

調査及びＷｅｂアンケート調査、患者ニーズＷ

ｅｂアンケート調査を行った。臨床ニーズに即

した低侵襲医療機器の開発には、医療ニーズの

理解不足の解消やニーズギャップを埋める努

力が必要であり、心臓血管・脳血管領域におけ

る多面的要求を収集したニーズ情報としては

いずれも必要なものと考えられた。ニーズ調査

は、一企業や一研究者の努力では情報の質・量

の両面で不足する事態も多く、今後も独立した

調査が必要であると考えられた。また、リスク

情報として、市販前許認可プロセス調査、市販

後安全性情報調査、ＰＬ判例情報調査等を行っ

た。低侵襲医療への要求や期待などを組み入れ

た実臨床に有用な機器開発の実現には、研究開

発当初より実臨床現場でのリスクやビジネス

リスクを考慮した機器開発が必要であり、開発

リスクの低減に資するリスクＤＢが低侵襲医

療機器の実現性を高めるものと考えられた。さ

らに、ニーズとシーズのマッチングを目的とす

るオープンディスカッション方式のフォーラ

ム「低侵襲医療機器実現化フォーラム」を開催
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した。医療機器の開発が、ニーズとシーズのマ

ッチングにより促進されることは従来から知

られているが、他方、実用化に向けた検討を行

うには、規制側の考え方を理解することも重要

である。本データベースではリスクＤＢの一環

として市販前開発プロセスも調査しており、規

制側の考え方を知ることは、開発リスクの低減

に資するものであり、低侵襲医療機器の実現性

を高めるものと考えている。今後は、ニーズと

シーズのマッチングの促進を図りつつ、規制要

件の検討を同時に行うことが低侵襲医療機器

の実現化に向けた議論に有益であろうと考え

られた。 

 

Ｅ.結論 

低侵襲医療機器実現化データベースとして

のシーズＤＢ、ニーズＤＢ、リスクＤＢの基本

要件の検討と初期調査を行った。 

 

Ｆ.健康危険情報 

なし 

 

Ｇ.研究発表 

1.論文発表 なし 

2.学会発表 なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3.その他 なし 
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1. はじめに 
 

1.1. 低侵襲医療機器データベースの目的・必要性 

 

現代医療の向上は医療技術の革新の歴史と同一であるといっても過言ではない。これま

での大学・国研研究者、企業等の絶え間ない努力により医療技術は、医療における量的イ

ンフラとしてはある程度整備されて来たかに見える。事実、低侵襲医療技術に関する臨床

試験論文を PubMed で検索すると、90 年代後半より右肩上がりに増えている（図 1.1-1）。

しかしながら、国民ニーズに合った安全かつ効果的な高品質の低侵襲医療機器は未だ希少

存在となっている。その原因は、低侵襲医療機器が多岐の機能要求を強いられていること、

またその実現には医薬工理などの他分野の横断的取り組みが必要となるからであり、それ

らを支える情報基盤が欠落していることに起因するものと考える。 

即ち、わが国が低侵襲医療機器分野において世界をリードするためには、世界の情報を

掌握し、これをもとに自己評価及び客観的評価を行い、初期の研究段階から最善の実用化

戦略を踏まえた研究開発が不可欠である。そのためには我が国の英知を集めた個々の研究

に加え、実現化に向けた豊富なシーズ、ニーズとリスクに関する知的基盤を保持する必要

がある。 

そこで本研究は、低侵襲医療機器の実現化を目指し、領域横断的な知的基盤の構築と運

用を行うことを目的とする。知的基盤は、シーズデータベース（ＤＢ）、ニーズＤＢ、リス

クＤＢの３つのデータベース群及び低侵襲医療機器の適用可能性、実用化ビジョンなどに

ついてディスカッションを行うフォーラムから構成される。具体的には、シーズＤＢは、

低侵襲医療技術の要素技術を研究開発する国内外の企業を収集・紹介する先進企業ＤＢ、

低侵襲医療技術に関する重要論文を収集・紹介する重要論文ＤＢ等から構成される。ニー

ズＤＢは、医学研究者、臨床医のニーズを収集・紹介する医療提供側ニーズＤＢ、低侵襲

医療の最終的恩恵を受ける患者のニーズを収集・紹介する医療受益者側ニーズＤＢ等から

構成される。リスクＤＢは、低侵襲医療機器に関する不具合などの市販後安全性情報を収

集・紹介する市販後安全性情報ＤＢ、低侵襲医療機器の市販前開発プロセス収集・紹介す

る市販前開発プロセスＤＢ、ＰＬ（製造物責任）裁判に関する判例情報を収集・紹介する

ＰＬ裁判ＤＢ等から構成される。また、低侵襲医療機器実現化フォーラムを開催し、意見

交換に留まらない技術評価を行い、国際的に競争力のある研究の促進を図るものとする。 

低侵襲医療への要求や期待などを組み入れた実臨床に有用な機器開発にはニーズＤＢが

必要であり、その実現には最新で広視野・多角的な研究開発情報を蓄積したシーズＤＢが

有益であり、開発リスクの低減に資するリスクＤＢは低侵襲医療機器の実現性を高める。

そのため、２１世紀における革新的医療の展開のため、世界に先駆けて情報機能を強化し、
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既存分野を越えた分野横断的情報を一元化した開発のための低侵襲医療機器の実現化知的

基盤の整備を行う。これにより、わが国における低侵襲医療技術研究の効果的・効率的推

進を図らねばならない。 

なお、本データベースは、昨年度まで開発・運用されていたナノメディシンデータベー

スの概念を発展させたものであり、一部の情報はナノメディシンデータベース時に収集し

た情報も含まれている。 

 

28 26 45 59 55 66

159
189191

210
256

340
300293

333
354

424

551

499

434

0

100

200

300

400

500

600

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

論
文

数

 

検索式："Minimally Invasive"[All Fields] OR "Less Invasive"[All Fields] OR NonInvasive[All Fields] 

AND (("****/1/1"[PDAT] : "****/12/31"[PDAT]) AND Clinical Trial[ptyp]) 

図1.1-1 低侵襲医療技術に関する臨床試験論文数の推移 
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基礎
研究

応用
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前臨床
試験
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許認可
製造
販売

臨床
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機能要求

実用化へ向けての
使えるシーズの

応用不足
（魔の川；デビルリバー）

臨床を想定した
許容リスクの
事前判断不足

（死の谷；デスバレー）

低侵襲医療機器としての
医療ニーズの理解不足

／ニーズギャップ
（ダーウィンの海）

Market In!Market In!
臨床ニーズに即した

マーケットイン

Risk Hedge!Risk Hedge!
事前診断による

リスク回避

Best Selection!Best Selection!
多様なシーズの中から

最適抽出

新技術が臨床へ届くには難関ばかり低侵襲
医療機器DB

nano
medicine

DB

各フェーズ
の課題

本研究の
の効果

 
図1.1-2 背景と目的概念図 
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1.2. 研究推進方法 

 

本研究は、主任研究者、分担研究者、更には医学、薬学、工学、理学分野の研究者及び

産業界関係者による領域横断的専門家から構成される開発委員会を組織し、その下で遂行

した。また２つのＷＧを組織し情報収集作業等を行った。 

データベース運営の事務局は財団法人医療機器センター研究開発部に設置し、一部の調

査は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社へ、データベース試作は株式会社マ

ジェスティックへ委託した。また、日本生体医工学会専門別研究会ナノメディシン研究会

及びＮＰＯ法人医療ネットワーク支援センターの協力も得て実施した。 

 

低侵襲医療機器実現化データベース
開発委員会

新低侵襲医療機器の可能性のある
技術探索ＷＧ

リスク情報調査ＷＧ

事務局
（財団法人医療機器センター）

ニーズ情報調査
（委託先：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）

データベース試作
（委託先：マジェスティック）

 

図1.2-1 研究組織図 

 

 

1.3. 低侵襲医療機器の定義及び年次計画 

 

本研究においては、平成 19 年 7 月 31 日に開催した開発委員会において、低侵襲医療機

器を『既存の医療技術に比べ、診療ニーズ・患者便益性の向上・改善を目指した患者に対

する侵襲性のより低い新医療機器・技術』と定義した。本研究においては、この定義を反

映させつつ、情報収集を行った。 

また、平成 19 年度は循環器系疾患（循環器内科、心臓血管外科、一部脳神経外科等）、

平成 20 年度はがん・神経系疾患、平成 21 年度は整形系疾患に関する低侵襲医療技術を中

心に情報収集作業を行うこととした（図 1.3-1）。 
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【対象疾患】

平成19年度 平成20年度 平成21年度

循環器系
（心臓・血管）

がん・神経系

整形系
 

図1.3-1 調査対象疾患の年次計画 
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2. シーズ情報 
 

低侵襲医療への要求や期待などを組み入れた実臨床に有用な機器開発の実現には、最新

で広視野・多角的な研究開発情報を蓄積したシーズＤＢが有益である。シーズＤＢは、低

侵襲医療技術の要素技術等を研究開発する国内外企業を紹介する先進企業ＤＢ、様々なジ

ャーナルから低侵襲医療機器の開発に有益な論文を紹介する重要論文ＤＢ等から構成され

る。そのため、本年度は先進企業調査、重要論文調査、異業種企業調査等を行った。 

 

 

2.1. 先進企業調査 

 

2.1.1. 調査概要 
 

低侵襲医療技術に関する国際会議や欧米の調査レポート等から低侵襲医療技術の要素技

術等を研究開発する国内外企業を収集し、各社のホームページをもとにその企業の概要及

び保有技術等が概観できる資料 181 社分を作成した。収集した企業リストは表 2.1-1 のと

おり。収集データ項目については、昨年度までのナノメディシンデータベースで収集した

企業データとの整合性を考慮し、企業名、国名、企業概要、技術カテゴリ、URL 等とした。 

なお、詳細資料は付属資料１に添付した。 

 

企業

EU
企業群

EU
企業群

USA
企業群

USA
企業群

Asia
/Pacific
企業群

Asia
/Pacific
企業群

企業名
主要技術の概要
開発フェーズ、サイズ、重量
効能・効果、適用疾患名
提携会社、大学 etc…

先進企業ＤＢ

世界各国から低侵襲医療機器の開発に有益な技術を開発する企業を収載

 

図2.1-1 先進企業ＤＢのイメージ図 
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表2.1-1 先進企業リスト 

No. 企業名 No. 企業名 

1 Abbott Laboratories 92 ImaRx Therapeutics 

2 Abiomed 93 Immersion Medical 

3 Accumed Systems 94 Impulse Dynamics 

4 Accumetrics 95 InfraReDX 

5 ACMI CORP 96 INTEGRA LIFE SCIENCES HOLDINGS 

6 Acorn Cardiovascular 97 INTEGRATED ENDOSCOPY 

7 Acumen Medical 98 Interventional Imaging 

8 Afferent 99 JARIT SURGICAL INSTRUMENTS 

9 Alsius 100 Jolife 

10 Alveolus 101 Kensey Nash 

11 Ambu 102 Lombard Medical 

12 AorTech International 103 Lumen Biomedical 

13 Apneon 104 Mardil 

14 Aptus Endosystems 105 Medeikon 

15 Arbor Surgical Technologies 106 MedicalCV 

16 Arrow International 107 Medinol 

17 ArthroCare Corporation 108 Medi-Stim  

18 AtriCure, Inc. 109 Medtronic 

19 Atritech 110 MENTICE MEDICAL SIMULATION 

20 Atrium Medical 111 Merlin MD 

21 ATS Medical 112 MGB ENDOSCOPY 

22 B. BRAUN AESCULAP 113 MiCardia 

23 BeneChill 114 MICRODEXTERITY SYSTEMS 

24 Berlin Heart 115 MicroMed Cardiovascular 

25 BiancaMed 116 Micromuscle 

26 Bioheart 117 MicroVention 

27 Bionime 118 Micrus Endovascular 

28 Biophan Technologies 119 Mitralign 

29 BioScan Technologies 120 MitralSolutions 

30 BIOSEARCH MEDICAL PRODUCTS 121 MIV Therapeutics 

31 Biosignetics 122 Molecular Insight Pharmaceuticals 

32 Biotronik 123 MTRE Advanced Technologies 

33 Boston Scientific 124 Myocor 

34 BrainLab AG 125 nContact Surgical 

35 BrainsGate 126 NDI Medical 

36 Cambridge Heart 127 NeoMed Technologies 

37 Cardiac Dimensions 128 Neurognostics 

38 Cardiac Science 129 Neuromuscular Electrical Stimulation Systems 

39 CardiacAssist 130 Neurosonix 

40 Cardiak 131 NeuroVasx 

41 Cardica 132 NitroMed 

42 Cardima 133 NMT Medical 
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No. 企業名 No. 企業名 

43 Cardio Inspect 134 Novadaq Technologies 

44 CardioDex 135 Novalung 

45 CardioFocus 136 Novare Surgical Systems 

46 CardioGenesis 137 Olympus Medical Systems Corp. 

47 CardioMEMS 138 Orqis Medical 

48 CardioNet 139 Paieon 

49 CardioOptics 140 Paracor Medical 

50 Carticept Medical 141 Pathway Medical Technologies 

51 CHF Solutions 142 Peak Surgical 

52 Cierra 143 Pervasis Therapeutics 

53 Clarus Medical 144 ProRhythm 

54 ClearStream Technologies 145 Proteus Biomedical 

55 CONMED CORP 146 Rafael Medical Technologies 

56 Conor Medsystems 147 Real-Time Radiography 

57 COOPER SURGICAL 148 REMA MEDIZINTECHNIK 

58 CorAssist Cardiovascular 149 RICHARD WOLF 

59 Cordis Corporation 150 Sadra Medical 

60 CoreValve 151 Sahajanand Medical Technologies 

61 CryoCath Technologies 152 Scanlan International, Inc. 

62 CryoCor 153 Sensor Technology and Devices 

63 Cyberkinetics 154 Smartcanula LLC 

64 Cynosure 155 Sonometrics Corporation 

65 DailyCare BioMedical 156 Sorin 

66 Data Sciences International 157 Spectranetics 

67 Datascope 158 St. Jude Medical 

68 Defibtech 159 Starion Instruments 

69 Deltex Medical 160 Stereotaxis 

70 Edwards Lifesciences 161 Sunshine Heart 

71 Elekta Instrument 162 Tayside Flow Technologies 

72 ENCISION 163 Terumo 

73 Endologix 164 TherOx 

74 Endoscopic Technologies (ESTECH) 165 Thoratec 

75 Endosense 166 Transurgical 

76 Enpath Medical 167 Trimedyne Inc. 

77 ESTECH 168 Tryton Medical 

78 ev3 169 U.S. Surgical 

79 Evalve 170 Vascular Solutions 

80 FlowCardia 171 Ventracor 

81 ForSight Labos 172 Vicor Technologies 

82 FUJINON PHOTO OPTICAL CO., LTD. 173 Viking Systems, Inc. 

83 GE HealthCare 174 Vita Life Sciences 

84 Genesee BioMedical, Inc. 175 VNUS Medical Technologies 

85 GYRUS MEDICAL, INC. 176 Volcano 
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No. 企業名 No. 企業名 

86 Heartlab 177 Wexler Surgical Supplies 

87 Heartscape Technologies 178 X-Cell Medical 

88 HeartSine Technologies 179 Xtent 

89 HEXACATH 180 Zogenix 

90 Hospira 181 ZOLL Medical Corporation 

91 IDev Technologies   

 

 

収集した企業群の傾向は次のとおり。 

国別は米国が 131 件と圧倒的に多く全体の 72.4％を占める。次いでイスラエルの 9 件

（5.0％）、ドイツの 8 件（4.4％）、イギリス 6 件（3.3％）、カナダおよびスウェーデン 4

件（2.2％）であった。欧州集計としては 31 件（17.1％）であった。日本企業はフジノン、

オリンパス、テルモの 3 社だけである。初年度であるが故、収集データに若干の偏りがあ

ることは否めないが、今後期待される循環器系低侵襲医療技術分野においても米国の競争

力の高さが伺い知れる。注目されるのはイスラエルの企業群であり、従来の日米欧以外の

国からの技術開発競争が益々活発化されるものと考えられる（図 2.1-2）。 
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図2.1-2 先進企業情報の国別収集状況 

 

 

技術区分別で最も多いのは、カテーテルやアブレーション機器等の手術用器具・治療器

（108 件）で、次いでステントや埋込型神経刺激装置等の埋込型機器（74 件）、内視鏡関連

や画像ナビゲーション関連等の診断機器（48 件）であった。（図 2.1-3）。 
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図2.1-3 先進企業情報の技術別収集状況 

 

 

2.1.2. まとめと次年度計画 
 

本年度は循環器系疾患（循環器内科、心臓血管外科、一部の脳神経外科関連）に関する

低侵襲医療技術を研究開発する先進企業を中心に収集した。米国企業群の競争力の高さを

表す結果となったが、低侵襲医療への臨床側ニーズを組み入れた広視野・多角的な研究開

発の実現には、これらを利用した研究開発を行うことが日本企業にとって有効であろう。 

来年度は、がん・神経系疾患に関する低侵襲医療技術を研究開発する先進企業を中心に

収集を行う。 
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2.2. 重要論文調査 

2.2.1. 調査概要 
 

重要論文ＤＢは、Science, Nature 等の基礎的な科学雑誌から、低侵襲医療機器にいずれ

将来結びつくと思われる技術に関する論文を探索し、その要点と可能性をまとめた資料群

のＤＢである。重要論文ＤＢの情報収集にあたっては、低侵襲医療機器実現化データベー

ス開発委員会委員より推薦頂いた工学・医学・理学・薬学の専門家で構成される新低侵襲

医療機器の可能性のある技術探索ＷＧを組織し、情報収集作業を行った。 

 

重要論文ＤＢ

薬学系医学系 工学系 理学系

Journal

WG

Review

論文

more…

NEJM ScienceASAIO nanomedicine BIOCHMISTRY
Biomedical

Materials Res
controlled
releaseCirculation Res

分野横断的
論文集

論文雑誌名
論文タイトル、著者
注目理由・コメント
今後の展望 etc…

世界各国のジャーナルから低侵襲医療機器の開発に有益な論文を収載

 

図2.2-1 重要論文ＤＢのイメージ図 

 

最新論文や過去 5 年から 10 年程度の範囲で上記目的に合致する 85 論文を抽出し、その

内容を大局的に整理し、その要約文と将来の可能性などについて、一論文につきＡ４一枚

程度にまとめた。収集データ項目については、論文タイトル、著者・所属、論文雑誌名・

No など、注目理由・コメント、今後の展望、技術カテゴリ等とした。収集した重要論文リ

ストは表 2.2-1 のとおり。詳細資料は付属資料２に添付した。 

 

表2.2-1 重要論文リスト 

No 論文タイトル（英文） 論文タイトル（和文） 雑誌名・No など 

1 
Near-Infrared Resonant Nanoshells for 

Combined Optical Imaging and 

Photothermal Cancer Therapy 

光イメージングおよびフォトサーマ

ル治療のための近赤外光に共鳴

するナノシェル 

Nano Letters, Vol. 7, No. 7, 

pp. 1923-1934 (2007) 

2 
Immuno Gold Nanocages with Tailored 

Optical Properties for Targeted 

がん細胞をフォトサーマル効果に

より選択的に傷害する光学特性

Nano Letters, Vol. 7, No. 5, 

pp. 1318-1322 (2007) 
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No 論文タイトル（英文） 論文タイトル（和文） 雑誌名・No など 
Photothermal Destruction of Cancer 

Cells 

を調整した抗体修飾金ナノケージ

（かご） 

3 

High sensitivity of in vivo detection of 

gold nanorods using a laser 

optoacoustic imaging system 

 

レーザー光音響イメージング法に

よる金ナノロッドの高感度 in vivo

検出 

Nano Letters, Vol. 7, No. 7, 

pp. 1914-1918 (2007) 

4 
Renal clearance of quantum dots 量子ドットの腎クリアランス Nature Biotechnology Vol. 

25, No. 10, pp. 1165- 1170 

(2007) 

5 
In vivo imaging of siRNA delivery and 

silencing in tumors 

siRNA デリバリーおよび腫瘍内サ

イレンシングの in vivo イメージン

グ 

Nature Medicine Vol. 13, 

No. 3, pp. 372-377 (2007) 

6 
Multifunctional Polymeric Micelles as 

Cancer-Targeted, MRI-Ultrasensitive 

Drug Delivery Systems 

MRI 造影を可能にするがん特異

的多機能性ポリマーミセルのドラ

ッグデリバリーシステム 

Nano Letters Vol. 6, No. 

11, pp. 2427-2430 (2006) 

7 
Remotely Triggered Release from 

Magnetic Nanoparticles 

遠隔からコントロールする磁性ナ

ノ粒子からの薬物リリース 

Advanced Materials Vol. 

19, No. 22, pp. 3932-3936 

(2007) 

8 
Delivery of Large Biopharmaceuticals 

from Cardiovascular Stents: A Review

心血管ステントからの高分子量薬

物のデリバリー：総説 

Biomacromolecules Vol. 8, 

No. 11, pp. 3281-3293 

(2007) 

9 
Self-Assembled Hybrid Nanoparticles 

for Cancer-Specific Multimodal 

Imaging 

自己組織化ナノ粒子によるがん

細胞特異的イメージング 

Journal of the American 

Chemical Society Vol, 129, 

pp. 8962-8963 (2007) 

10 
Hybrid Gadolinium Oxide 

Nanoparticles: Multimodal Contrast 

Agents for in Vivo Imaging 

ハイブリッド酸化ガドリニウムナノ

粒子：in vivo イメージングのため

の多様式造影剤 

Journal of the American 

Chemical Society Vol, 129, 

pp. 5076-5084 (2007) 

11 

Structural Effects on the 

Biodistribution and Positron Emission 

Tomography (PET) Imaging of 

Well-Defined 64Cu-Labeled 

Nanoparticles Comprised of 

Amphiphilic Block Graft Copolymers 

64Cu をロードしたナノ粒子の体内

分布および PET イメージングに与

える分子構造の効果 

Biomacromolecules Vol. 8, 

pp. 3126-3134 (2007) 

12 

Positron emission tomography (PET) 

imaging of neuroblastoma and 

melanoma with 64Cu-SarAr 

immunoconjugates 

64Cu 錯体と抗体の複合体を用い

る神経芽腫および黒色腫の PET

イメージング 

Proceedings of the 

National Academy of 

Science of the United 

States of America, Vol. 

104, pp. 17489‒17493 

(2007) 

13 
Molecular Imaging Using a Targeted 

Magnetic Resonance Hyperpolarized 

Biosensor 

ターゲッティング能を有する磁場

共鳴超分極バイオセンサーを用

いる分子イメージング 

Science, Vol. 314, pp. 

446-449 (2006) 

14 

Real-time metabolic imaging 代謝過程のリアルタイム画像化 PNAS 2006 103: 

11270-11275; published 

online before print as 

10.1073/pnas.0706508104 

15 
Field-cycled PEDRI imaging of free 

radicals with detection at 450 mT 

無侵襲フリーラジカル画像化手法 Magnetic Resonance 

Imaging. 2005 

Feb;23(2):175-81 

16 
Development of 17O NMR approach 

for fast imaging of cerebral metabolic 

高磁場装置を用いたラット脳の

17O 標識物高速画像化法の開発

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2002 Oct 1;99(20):13194-9. 
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No 論文タイトル（英文） 論文タイトル（和文） 雑誌名・No など 
rate of oxygen in rat brain at high field Epub 2002 Sep 19. 

17 
MRI of the Lungs Using Hyperpolarized 

Noble Gases 

超偏極希ガスを用いた肺の MRI

撮像 

Magn Reson Med. 2002 

Jun;47(6):1029-51. 

18 

Microtesla MRI with a superconducting 

quantum interface device 

超伝導量子干渉計(SQUID)を用

いたマイクロテスラ強度 MRI 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2004 May 

25;101(21):7857-61. Epub 

2004 May 12. 

19 
Brain magnetic resonance imaging with 

contrast dependent on blood 

oxygenation 

血液酸素濃度依存のコントラスト

を得る脳 MRI 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

1990 Dec;87(24):9868-72 

20 
Fast EPR imaging at 300MHz using 

spinning magnetic field gradients 

回転勾配磁場を用いた 300MHz 

ESR 画像化法 

J Magn Reson. 2004 

Jun;168(2):220-7 

21 
Optical detection of transition metal 

ion electron paramagnetic resonance 

by coherent Raman spectroscopy 

コヒーレント・ラマン散乱分光法に

よる光学検出 EPR 法 

J Biol Inorg Chem. 2000 

Feb;5(1):30-5. 

22 
Hyperpolarized water as an authentic 

magnetic resonance imaging contrast 

agent. 

過分極水を MR 造影剤として使用

する画像化法 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2007 Feb 6;104(6):1754-9. 

Epub 2007 Jan 30. 

23 

Rapid synthesis of gold nanorods by 

the combination of chemical reduction 

and photoirradiation processes; 

morphological changes depending on 

the growing processes 

- Chem Commun (Camb). 

2003:2376-2377 

24 
Gene delivery from a DNA controlled 

release stent in porcine coronary 

arteries 

- Nat Biotechnol. 

2000;18:1181-1184 

25 

Therapeutic arteriogenesis by 

ultrasound-mediated VEGF165 

plasmid gene delivery to chronically 

ischemic skeletal muscle. 

- Circ Res. 

2007;101:295-303. 

26 

Noninvasive transcutaneous 

ultrasound augments thrombolysis in 

the left circumflex coronary artery̶an 

in vivo canine study 

- Thromb Res. 

2003;110:149-158 

27 

Catheter-Based Transcoronary 

Myocardial Hypothermia Attenuates 

Arrhythmia and Myocardial Necrosis 

in Pigs With Acute Myocardial 

Infarction 

- J Am Coll Cardiol. 

2007;49:250-260 

28 

Poly(vinyl 

alcohol)-graft-poly(lactide-co-glycolid

e) nanoparticles for local delivery of 

paclitaxel for restenosis treatment 

- J Control Release. 

2007;119:41-51. 

29 
Magnetically driven plasmid DNA 

delivery with biodegradable polymeric 

nanoparticles 

- Faseb J. 

2007;21:2510-2519 

30 

A novel drug-eluting stent coated with 

an integrin-binding cyclic Arg-Gly-Asp 

peptide inhibits neointimal hyperplasia 

by recruiting endothelial progenitor 

cells. 

- J Am Coll Cardiol. 

2006;47:1786-1795 
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No 論文タイトル（英文） 論文タイトル（和文） 雑誌名・No など 

31 

Long-term inhibition of intimal 

hyperplasia using vascular 

photodynamic therapy in 

balloon-injured carotid arteries 

- Med Mol Morphol. 

2005;38:225-232 

32 

Gelatin Hydrogel Microspheres Enable 

Pinpoint Delivery of Basic Fibroblast 

Growth Factor for the Development of 

Functional Collateral Vessels 

- Circulation. 

2004;110:3322-3328 

33 
Transvascular delivery of small 

interfering RNA to the central 

nervous system 

- Nature. 2007;448:39-43 

34 

Noninvasive localized delivery of 

Herceptin to the mouse brain by 

MRI-guided focused 

ultrasound-induced blood‒brain barrier 

disruption 

- Proc Natl Acad Sci U S A. 

2006;103:11719-11723 

35 

Intracoronary photodynamic therapy 

reduces neointimal growth without 

suppressing reendothelialisation in a 

porcine model 

- Heart. 2006;92:1138-1144 

36 
Intracranial Clot Lysis With 

Intravenous Microbubbles and 

Transcranial Ultrasound in Swine 

- Stroke. 2004;35:2407-2411

37 

Photodynamic Therapy of 

Atherosclerosis Using YAG-OPO 

Laser and Porfimer Sodium, and 

Comparison With Using Argon-Dye 

Laser 

- Jpn Circ J. 

1999;63:288-295. 

38 

A New Intra-Arterial DeliveryPlatform 

for Pro-Arteriogenic Compounds to 

Stimulate Collateral Artery Growth 

Via Transforming Growth Factor-b1 

Release 

- J Am Coll Cardiol. 

2007;50:351-358 

39 
Fabrication of drug-eluting covered 

stents with micropores and differential 

coating of heparin and FK506 

- Cardiovasc Radiat Med. 

2003;4:77-82 

40 
Photodynamic therapy for the 

prevention of intimal hyperplasia in 

balloon-injured rabbit arteries 

- Jpn Circ J. 

1999;63:387-393 

41 

Endovascular Treatment Using 

Low-Power Ultraviolet Laser for 

Delayed Vasospasm in the Rabbit 

Carotid Artery Model 

- AJNR Am J Neuroradiol. 

2002;23:1725-1731 

42 
Sonodynamic Therapy Decreased 

Neointimal Hyperplasia After Stenting 

in the Rabbit Iliac Artery 

- Circulation. 

2002;105:149-151 

43 
Enzyme-catalysed assembly of DNA 

hydrogel 

酵素触媒によるDNAハイドロゲル

の組み立て 

Nat Mater. 2006 

Oct;5(10):797-801. Epub 

2006 Sep 24. 

44 
Chemical mimicry of viral capsid 

self-assembly 

ウイルスカプシドの自己組織化の

化学的模倣 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2007 Dec 18; [Epub ahead 
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No 論文タイトル（英文） 論文タイトル（和文） 雑誌名・No など 
of print] 

45 

Mechanisms and optimization of in 

vivo delivery of lipophilic siRNAs 

脂溶性 siRNA の in vivo デリバリ

ー機序とその最適化 

Nature Biotechnology 25, 

1149 - 1157 (2007)  

Published online: 16 

September 2007 | 

doi:10.1038/nbt1339 

46 

Small antibody mimetics comprising 

two complementarity-determining 

regions and a framework region for 

tumor targeting 

腫瘍ターゲティングのための 2 個

の相補性決定部位と 1 個の骨組

み部位からなる小さい抗体模倣

剤 

Nature Biotechnology 25, 

921 - 929 (2007) 

doi:10.1038/nbt1320 

47 

Real-time analysis of uptake and 

bioactivatable cleavage of 

luciferin-transporter conjugates in 

transgenic reporter mice 

遺伝子改変レポーターマウスにお

けるルシフェリン－運搬体結合体

の取り込みと生体内開裂の同時

解析 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2007 Jun 

19;104(25):10340-5. Epub 

2007 Jun 11. 

48 

Controlling hydrogelation kinetics by 

peptide design for three-dimensional 

encapsulation and injectable delivery 

of cells 

細胞の3次元カプセル封入と注射

によるデリバリーを目的としたペプ

チドデザインによるハイドロゲル

化速度の制御 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2007 May 

8;104(19):7791-6. Epub 

2007 Apr 30. 

49 

Targeted delivery of proteins across 

the blood‒brain barrier 

- Proc Natl Acad Sci U S A. 

2007 May 

1;104(18):7594-9. Epub 

2007 Apr 26. 

50 
Transvascular delivery of small 

interfering RNA to the central nervous 

system 

中枢神経系への siRNA の経血管

デリバリー 

Nature 448, 39-43 (5 July 

2007) | 

doi:10.1038/nature05901 

51 

Role of target geometry in 

phagocytosis 

貪食における標的物質の形状の

役割 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2006 Mar 

28;103(13):4930-4. Epub 

2006 Mar 20. 

52 
Biomimetic amplification of 

nanoparticle homing to tumors 

生理機能の模倣によるナノ粒子

の腫瘍移行性増幅 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2007 Jan 16;104(3):932-6. 

Epub 2007 Jan 10. 

53 
Mussel-Inspired Surface Chemistry for 

Multifunctional Coatings 

多機能化コーティングのためにム

ール貝の接着機構に学ぶ界面化

学 

Science, 318, 426-430, 

2007 

54 
The control of human mesenchymal 

cell differentiation using nanoscale 

symmetry and disorder 

ナノスケールの対称性や無秩序

性を使ったヒト間葉系細胞の分化

制御 

Nature Materials, 6, 

997-1003, 2007 

55 
Multifunctional chondroitin sulphate 

for cartilage tissue-biomaterila 

integration 

軟骨組織―バイオマテリアル融合

のための多機能化コンドロイチン

硫酸 

Nature Materials, 6, 

385-392, 2007 

56 
In vivo imaging of hydrogen peroxide 

with chemiluminescent nanoparticles 

化学発光ナノ粒子による生体内

過酸化水素イメージング 

Nature Materials, 6, 

765-769, 2007 

57 
Novel insulin thiomer nanoparticles: In 

vivo evaluation of an oral drug delivery 

system 

新規なインスリン・チオマー粒子：

経口ドラッグデリバリーの生体内

評価 

Biomacromolecules, in 

press 2008 

58 
Reversible switching of 

hydrogel-actuated nanostructures into 

complex micropatterns 

ヒドロゲル駆動ナノ構造の可逆的

スイッチングによる複雑なマイクロ

パターンの形成 

Science, 315, 487-490, 

2007 

59 
The use of keratin biomaterials 

derived from human hair for the 

ヒト毛髪由来ケラチン・バイオマテ

リアルで末梢神経の早い再生を

Biomaterials, 29, 118-128, 

2008 
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No 論文タイトル（英文） 論文タイトル（和文） 雑誌名・No など 
promotion of rapid regeneration of 

peripheral nerves 

促進 

60 
Isolation of rare circulating tumor cells 

in cancer patients by microchip 

technology 

希少な循環性腫瘍細胞のマイク

ロチップによる癌患者からの分離

Nature, 450, 1235-1239, 

2007 

61 
Nano-flares: Probes for transfection 

and mRNA detection in living cells 

ナノフレア：生細胞でのトランスフ

ェクションと mRNA 検出のための

プローブ 

J. Am. Chem. Soc., 129, 

15477-15479, 2007 

62 

Chronic, programmed polypeptide 

delivery from an implanted, 

multireservoir microchip device 

慢性疾患治療用ポリペプチドのプ

ログラム・デリバリーのためのイン

プラント型マルチ貯蔵マイクロチッ

プデバイス 

Nature Biotechnology, 24, 

437-438, 2006 

63 

Small antibody mimetics comprising 

two complementarity-determining 

regions and a framework region for 

tumor targeting 

腫瘍標的化のための複数の相補

性決定領域とフレームワーク領域

からなる低分子抗体 

Nature Biotechnology, 25, 

921 - 929 (2007) 

64 
Single-molecule observation of DNA 

charge transfer 

DNA 電荷移動の一分子観察 Proc Natl. Acad. Sci., 

U.S.A., 104, 11179-11183 

(2007) 

65 

Diketopiperazines as a tool for the 

study of transport across the 

blood-brain barrier (BBB) and their 

potential use as BBB-shuttles 

血液脳関門（BBB）を通過する研

究のためのジケトピペラジンとそ

の BBB シャトルとしての能力 

J. Am. Chem. Soc., 129, 

11802-11813 (2007) 

66 
Hydroxyapatite surface-induced 

peptide folding 

ヒドロキシアパタイト表面が誘起

するペプチドの折りたたみ 

J. Am. Chem. Soc., 129, 

5289-5287 (2007) 

67 
Photo-patterning of porous hydrogels 

for tissue engineering 

ティッシュ・エンジニアリングのた

めの多孔性ヒドロゲルの光パター

ニング 

Biomaterials, 28, 

2978-2986 (2007) 

68 
Probing the role of multicellular 

organization in three-dimensional 

microenvironments 

3 次元微小環境における多細胞

組織形成の意義 

Nature Methods, 3, 

369-375 (2006) 

69 
Matrix elasticity directs stem cell 

lineage specification 

マトリックスの弾性が幹細胞分化

に影響 

Cell, 126, 677-689 (2006) 

70 
Tissue-engineered autologous 

bladders for patients needing 

cystoplasty 

膀胱形成術が必要な患者のため

のティッシュエンジニアで作成した

自家膀胱 

Lancet, 367, 1241-1246 

(2006) 

71 
Oxygen producing biomaterials for 

tissue engineering 

ティッシュ・エンジニアリングのた

めの酸素産生バイオマテリアル 

Biomaterials, 28, 

4628-4634  (2006) 

72 

In vivo tumor targeting and 

spectroscopic detection with 

surface-enhanced Raman nanoparticle 

tags 

表面増強ラマン散乱ナノ粒子タグ

による in vivo での腫瘍の標的化

および分光学的検出 

Nature Biotechnology, 26, 

83-90, 2008 

73 

Spatio-Temporal Control of Gene 

Expression and Cancer Treatment 

Using Magnetic Resonance 

Imaging-Guided Focused Ultrasound 

MR イメージング誘導超音波集積

法による遺伝子発現と癌治療の

局所空間制御 

Clin Cancer Res 

2007;13(12), 3482-3489, 

June 15, 2007 

74 
Nanotube Radio ナノチューブラジオ Nano Letters, 7(11): 

3508-3511, 2007 

75 
Robotic-assisted closure of atrial 

septal defect under real-time 

three-dimensional echo guide: in vitro 

リアルタイムの 3 次元的なエコー

ガイドの下における心房中隔欠損

症のロボットに補助された閉鎖: in 

European Journal of 

Cardio-thoracic Surgery, 

32, 573-576 (2007) 
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No 論文タイトル（英文） 論文タイトル（和文） 雑誌名・No など 
study vitro スタディ 

76 
Hybrid laser micro/nanofabrication of 

phase change materials with 

combination of chemical processing 

化学処理の組み合わせによる相

変化料のハイブリッドレーザ・ミク

ロ/ナノ製造 

Journal of Materials 

Processing Technology 192

‒193 (2007) 340‒345 

77 
Noninvasive diagnostic tools for 

nonmelanoma skin cancer 

非黒色腫皮膚癌のための非侵襲

診断ツール 

British Journal of 

Dermatology 2007, 157 

(Suppl. 2), 56‒58 

78 
Electrochemically formed 

fullerene-based polymeric films 

電気化学的に形成されたフラーレ

ンベースの高分子フィルム 

J Solid State Electrochem 

(2006) 10:761‒784 

79 
“Current thoughts” in electrosurgery 電気的外科手術の「現在の考え」 International Journal of 

Gynecology and Obstetrics 

(2007) 97, 245‒250 

80 
The mechanism of blood vessel 

closure in humans by the application 

of ultrasonic energy 

超音波エネルギーの応用によるヒ

ト血管閉鎖の機構 

Surgical Endoscopy, 16: 

814-819 (2002) 

81 

The Use of Hemostatic Agents and 

Sealants in Urology 

泌尿器科における止血剤および

シーラントの利用 

THE JOURNAL OF 

UROLOGY, Vol. 176, 

2367-2374, December 

2006 

82 
Electrosurgery: History, Principles,and 

Current and Future Uses 

電気外科学：歴史、原理と現在及

び未来の利用法 

Journal of American 

College of Surgeons、

202(3),520-530, 2006 

83 
The role of ultrasound in molecular 

imaging 

分子イメージングにおける超音波

の役割 

The British Journal of 

Radiology, 76 (2003), S140

‒S150 

84 
- 人体や物の表面を使って 10Mbps

で通信、NTT が新技術を開発 

日経 BP IT Pro (記事) 

85 

Flexible energy storage devices based 

on nanocomposite paper 

ナノコンポジット紙を用いたフレキ

シブルエネルギー貯蔵装置 

PNAS 2007 104: 

13574-13577; published 

online before print as 

10.1073/pnas.0706508104 
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収集した重要論文の傾向は次のとおり。 

技術カテゴリ別で最も多いのは、siRNA 関連や in vivo イメージングのための「創薬・

DDS」系で、次いで非侵襲的診断法（フリーラジカル画像化手法、ＭＲＩ、超音波、ＥＳＲ

等）や一分子検出等の「診断技術」系が多く、三番目に多いのが超音波エネルギーを用い

た治療技術や診断と治療の一体技術に関する「手術器具・治療器」系であった（図 2.2-2）。 

対象疾患別で最も多いのは、悪性新生物であり、次いで特定の疾患を対象としていない

技術、循環器系の疾患と続いた（図 2.2-3）。本年度は循環器系疾患（心臓・血管）を中心

としたが、重要論文調査が基礎的論文を中心としていることから前述のような結果となっ

た。 
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図2.2-2 重要論文情報の技術別収集状況 
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図2.2-3 重要論文情報の対象疾患別収集状況 

 

2.2.2. まとめと次年度計画 
 

基礎的な科学雑誌から、低侵襲医療機器にいずれ将来結びつくと思われる技術に関する

論文 85 文献を探索し、その要点と可能性をまとめが、循環器系疾患以外の分野の論文が多

く収集された。いずれの情報も新低侵襲医療機器の可能性のある技術探索ＷＧにより厳選

された論文であり、要約文と将来の可能性・注目理由・コメントなどについて記述されて

おり、さらに多方面の論文から収集されたため、新たな低侵襲医療機器の開発に有益な情

報を提供するものになると考えられる。 

来年度以降も同様の収集を続けることが重要であると考えられた。 
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2.3. 異業種企業調査 

 

2.3.1. 調査概要 
 

新しい発想・技術による低侵襲医療技術を開発するには、これまでの医療機器産業界以

外からの技術を効率的・効果的に導入する必要がある。従って、医療技術へ展開可能な技

術を保有する異業種企業や企業側が自社技術の医療応用・展開可能性を未だ気づいていな

い企業の情報を収集する必要がある。本年度は、情報収集の方法論を検討するための予備

調査を行った。 

予備調査として、既存データベースを利用し、医療技術へ展開可能な技術を保有する異

業種企業を収集した。 

 

調査には、産学プラザ（http://www.sangakuplaza.jp）の企業データベースを使用した。

産学プラザは、特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センターが運営する産学連携支援ポー

タルサイトである（産学連携支援ポータルサイトには、この他、研究者データベース、イ

ンターンシップデータベース等が存在）。企業データベースは、産業界が保有していて外部

に供給可能な製品・技術に関するシーズをデータベースとして公開し、産業界や大学等研

究機関のニーズとのマッチングを図ることを目的に作成されたものである。鉱業、化学、

プラスチック・ゴム製品等、10 のカテゴリ別に企業（10,041 社）の企業情報の検索が可能

となっている。 

企業データベースの検索キーワードは「医療機器」を使用し、医療産業以外の企業を HP

等から確認し、医療技術へ展開可能な技術を保有する8社の異業種企業を抽出した（図2.3-1、

表 2.3-1）。 

 

産学プラザ／企業データベース
収録10,041社

検索用語「医療機器」
検索結果52社

「医療産業以外」 and 「ＨＰ確認」
8社  

図2.3-1 産学プラザの企業データベースを利用した異業種企業の抽出フロー 

 



- 21 - 

表2.3-1 産学プラザの企業データベースから抽出した異業種企業リスト 

No. 企業名 事業内容 所在地 Web 

1 アークテック（株） 高精度板金、積層金型・板金 
栃木県下

都賀郡 
http://www.arktech.co.jp/index.html 

2 （株）美里工業所 
精密鋳造を加工から塗装組立まで

一貫した生産 

埼玉県児

玉郡 
http://www.misatok.co.jp/  

3 ハシモト（株） 

ステンレス深絞り、温間バルジ加工

を中心としたプレス加工。曲げ、熔

接、研磨等の精密板金加工 

新潟県西

蒲原郡 
http://www.k-hashimoto.co.jp/ 

4 
エンジニアリング・

システム（株） 

自動化生産機械装置、自動検査装

置、専用実験装置、ロボティックマ

シンの設計、開発、製造、電気・電

子機械の設計、開発、製造、ＦＡ化

コンサルティング 

長野県松

本市 
http://www.engineeringsystem.co.jp 

5 
東亜ディーケーケ

ー（株） 

分析機器、工業計器、環境計測器、 

電気計測器、その他の計測器、測

定器および分析機器の製造、販

売、毒物、劇物および試薬類の製

造、販売 

東京都新

宿区高田

馬場 

http://www.toadkk.co.jp/ 

6 慶和精工（株） 
金属加工、金型作成、プレス・フォ

ーミング・切削・表面加工 

千葉県柏

市 
http://www.keiwa-seikou.com/  

7 
ワイテックデザイン

（株） 
CCD カメラ、センサ開発、レーザ 

神奈川県

横浜市 
http://www.ytechdesign.co.jp/ 

8 興南設計（株） 

製鉄所の機械設備および装置、ご

み焼却／リサイクル施設、家電品お

よび生活関連機器、産業機械、省

力機械、製造ライン、半導体および

IT 関連機器の設計・製作 

岡山県倉

敷市 
http://www.konan-sekkei.co.jp/ 
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もう一つの既存データベースとして、（財）東京都中小企業振興公社の企業情報データベ

ースが存在する。本データベースは、東京都中小企業振興公社が長年にわたり蓄積した企

業情報を公開することにより企業間取引の促進を図ることを目的としている。キーワード

を「医療機器」として検索すると 264 件の企業情報が提供された（表 2.3-2）。これらの企

業には医療機器の製造・販売等を主要な事業目的とする企業が含まれているため、今後各

企業の詳細情報を確認しながら異業種企業を抽出する必要がある。 

 

表2.3-2 Web サイト検索から抽出した異業種企業リスト 

No. 企業名 所在地 
資本金

（万円）

従業

員 

（人） 

主要製品 

1 （株）アイエス 東京都品川区  1,000 26 医療機器,節水装置、....

2 （株）金子製作所 東京都荒川区  4,800 185 自動車部品,ＯＡ機器.... 

3 （株）ユビテックソリューションズ 東京都品川区  5,000 154 クライアント・サーバ.... 

4 山下電装（株） 東京都八王子市 1,000 19 ソーラーシミュレータ.... 

5 （有） 内野製作所 
東京都武蔵村山

市  
300 7 機械加工 

6 （株）フェア 東京都東村山市 1,000 37 電子機器設計,電子機....

7 制御機器工業（株） 
東京都東久留米

市  
1,000 5 制御盤,温度、圧力メ.... 

8 ＰＤＸジャパン（株） 東京都千代田区 5,800 9 
組込み用小型コンピ

ュ.... 

9 （有）多摩技研 東京都青梅市  650 14 医療機器省力化部品,....

10 （株）セレパス 東京都青梅市  3,920 150 携帯電話,ＶＴＲ,ＣＤ.... 

11 エルグデザイン 東京都青梅市   - 2  - 

12 たましんリース（株） 東京都立川市  5,000 24 産業工作機械リース,....

13 （有）ミミル山房 東京都国立市  1,000 2 マルチメディアソフト.... 

14 （株）カナツー 東京都千代田区 5,000 45 リフト,運搬車,キャス.... 

15 （株）内野精工 東京都国立市  2,000 60 リードフレーム,オー.... 

16 第一精密産業（株） 東京都大田区  10,000 73 プラスチック金型の製....

17 （株）キンレイ 東京都港区  4,950 57   

18 （株）クボシステムズ 東京都新宿区  1,000 11 医療機器関連（エコー....

19 オリエンタルインスツルメンツ（株） 東京都新宿区  2,300 10 研究用機器＜２９４４....

20 武蔵野電機（株） 東京都三鷹市  6,000 190 医療機器,業務用電子....

21 理研テクニクス（株） 東京都北区  1,000 5 ,抵抗器,プリント基板.... 

22 （有）デルフィン 東京都北区  400 1 介護リハビリテーショ.... 

23 朝日分光（株） 資材部 東京都北区  7,000 150 測定機器,光学フィル.... 

24 （株）赤羽金属製作所 東京都北区  1,200 156 航空機用部品,ブライ.... 

25 （有）ラヴォックス 東京都板橋区  500 11 プリント基板・設計／.... 

26 （株）ライト製作所 東京都板橋区  5,000 500 医療機器,メカトロニ.... 

27 （株）メテク 東京都板橋区  6,000 80 血液浄化装置,人工透....

28 ニイガタ機電（株） 
東京都中央区  9,000 110 電子装置の開発・設

計.... 

29 （株）ヒューマンテック 東京都板橋区  1,000 10 ＮＣ加工機（超音波ナ....

30 （有）日の出塗装工業所 
東京都板橋区  300 12 医療機器,通信機器,

ガ.... 

31 （有）沼田光機製作所 東京都板橋区  560 4 医療機器（眼鏡測定
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No. 企業名 所在地 
資本金

（万円）

従業

員 

（人） 

主要製品 

機.... 

32 （株）デンテック 
東京都板橋区  1,200 49 歯科医療用機器（小

型.... 

33 新栄工業（株） 東京都板橋区  1,000 40 シルク印刷部品,電子....

34 クレスト電機（株） 東京都板橋区  1,000 4 配電盤,チップマウン.... 

35 工藤プラスチック工業（株） 東京都板橋区  3,872 62 医療機器部品,ディス.... 

36 協和電子工業（株） 東京都板橋区  2,800 7 メカトロ,光学検査機.... 

37 飯田設計（株） 東京都東大和市 1,000 9  - 

38 三和工業（株） 東京都足立区  1,500 20 フォークリフト,医療.... 

39 （有）インターフォルム 東京都渋谷区  300 2   

40 （株）カテラ 東京都台東区  700 11 医療機器製造 

41 （株）アズマ 東京都板橋区  1,000 7 音響機器部品,精密機....

42 （株）ヤマイチ 東京都目黒区  3,800 100 治工具,精密プレス金....

43 （有）尾崎製作所 東京都目黒区  300 4 光学機器部品＜３２９....

44 八十島プロシード（株）東京支店 東京都港区  3,000 115 樹脂製スターホイル,.... 

45 （株）アプリオリ 東京都文京区  1,000 9 パンフレットデザイン.... 

46 （株）ワタナベ 
新潟県  3,000 33 半導体装置の精密板

金.... 

47 （株）岡田塗装所 東京都台東区  1,000 13 シルク印刷,彫刻品,板....

48 （株）サヤマトラフィック 
東京都三鷹市  1,000 43 半導体製造検査機器

の.... 

49 （株）深川通信工業 東京都大田区  2,000 15 医療機器部品＜２８４....

50 （有）ヒカリ技研 東京都板橋区  500 2 機械器具部品＜２９４....

51 （株）ディファレンス 東京都文京区  100 2 PRO/E（３次元 CAD） 

52 （株）武藤電子工業 秋田県  2,000 62 プリント基板の開発,.... 

53 （株）日進工 東京都荒川区  1,000 15 製かん板金,打抜．プ.... 

54 （株）幸大ハイテック 技術営業部 東京都港区  10,000 178 産業機器,プリント基.... 

55 飯能精密工業（株） 埼玉県  1,000 25 通信機器部品,電子部....

56 （株）高畑製作所 
東京都葛飾区  1,000 12 工業ゴム製品用金型

設.... 

57 （有）近藤生産性技術所 東京都世田谷区 400 5 小型スポット溶接装置....

58 （株）オザキ 東京都世田谷区 2,000 5 非鉄金属加工部品 

59 （株）メディカルタウン 
東京都文京区  2,400 4 医療機器取扱企業経

営.... 

60 （株）ハヤセ 東京都羽村市  2,000 18 ＶＴＲ，ＨＤＤ軸物部....  

61 （株）都精機 東京都三鷹市  2,000 18 工作機械部品,航空機....

62 メッツエレクトロン（株） 東京都三鷹市  4,800 103 産業機器用プリント配....

63 （有）ウェルニカ 東京都渋谷区  800 3 シートクッション,そ.... 

64 （株）ブレーンベース 東京都品川区  4,000 50 歯科用インプラント,.... 

65 （株）ウエルコ 東京都府中市  3,000 23 ポンプ,多重通信路装....

66 （株）エス・エム・アイ・ジャパン 東京都文京区  3 医療機器,レーザー用....

67 （株）成立 東京都品川区  9,600 65 治工具設計・製作,印.... 

68 コノコ医療電機（株） 東京都品川区  10,000 15 家庭用医療機器 

69 （株）小野電機製作所 東京都品川区  1,000 20 研究用ロボット（宇宙.... 

70 （有）梨澤製作所 東京都大田区  300 3 小径工具,小径金型部....

71 （有）辰己シボリ工業所 東京都大田区  500 4 真空機器部品,電気機....

72 （株）三栄精機工業 東京都大田区  5,000 31 半導体製造装置部品,....

73 北川電機（株） 東京都調布市  1,000 27 変圧器 
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74 （有）石川螺子製作所 東京都大田区  500 5 流体機器及び継手,ミ....

75 （株）日本メディックス 千葉県  23,925 232 リハビリテーション機.... 

76 （有）サトウプランニングハウス 東京都中央区  300 1 出版,各種医療検査 

77 （株）サトー医研 東京都中央区  2,000 11 医療機器部品,カフ,腕....

78 （株）原田製作所 東京都台東区  4,000 100 整流子,スリップリン.... 

79 （株）ネイビー 東京都台東区  1,000 22 心電計,医療機器＜３....

80 日本ルフト（株） 東京都台東区  1,000 14 科学計測機器,医療機.... 

81 （株）オオヤマ 埼玉県  4,500 120 建設機械,住設機器,Ａ....

82 昭栄硝子（株） 東京都墨田区  1,000 20 工業用ガラス製品,硝....

83 （有）大里化工 東京都墨田区  500 10 医療機器,水道用バル....

84 青木製作所 東京都墨田区  0 2 ディスプレー＜１７９.... 

85 サイバーレーザー（株） 東京都江東区  85,250 31 レーザー装置,医療機....

86 （株）河内研究所 東京都西東京市 1,000 5 電子（マイコン）応用.... 

87 （有）石塚製作所 東京都江東区  400 3 コネクター,バルブ継.... 

88 （有）ワイズ製作所 東京都葛飾区  1 3 自動車部品,バルブ部....

89 中村精密工業（株） 東京都八王子市 1,200 50 自動車部品,ガス関連....

90 （株）本間 東京都葛飾区  1,000 50 光学部品,プラスチッ.... 

91 三星樹脂工業（株） 東京都葛飾区  1,000 10 医療機器各種部品,産....

92 山口電材（株） 東京都昭島市  4,000 252 ＯＡ機器関連部品,半.... 

93 武蔵電子（株） 東京都昭島市  3,500 10 マイクロコンピュータ.... 

94 （株）丸和製作所 東京都昭島市  1,000 19 自動車部品＜２８４３....

95 （有）齋藤デンタル工業 東京都葛飾区  300 4 歯科医療用具,歯科用....

96 フロロメカニック（株） 東京都江戸川区 1,000 18 真空ポンプ,真空ピン.... 

97 （株）シフト 東京都渋谷区  200 6 工業製品のデザイン・....

98 （株）スキピオ 東京都江戸川区 1,000 4 コンタクトレンズケー.... 

99 千代田化学工業（株） 東京都江戸川区 1,500 19 プラスチック照明用グ....

100 （株）エムティーシー 東京都新宿区  3,000 6 医療機器,ＯＡ機器、.... 

101 （有）乙坂製作所 東京都江戸川区 300 7 半導体製造装置部品,....

102 池田自動機器（株） 東京都江戸川区 1,000 16 揺動式部品整列機,各....

103 山浦製作所 東京都荒川区  0 3 建築金物（蝶番、座金....

104 東映通信工業（株） 埼玉県  9,035 134 ディスプレーモニター....

105 エフニック（株） 東京都荒川区  1,000 14 プラスチック・ギヤポ.... 

106 旭工業（株） 
東京都荒川区  1,000 40 その他の暖房．調理

装.... 

107 和伸金属工業（株） 東京都足立区  1,000 22 医療器機器型台,キー....

108 （株）ミツワ樹脂工業所 東京都足立区  1,500 14 自動車部品,産業用機....

109 並木精密宝石（株） 東京都足立区  10,000 1,200 流体制御部品(小型ポ....

110 （有）田山プレス 東京都足立区  300 2 電気機器部品,蹄鉄.... 

111 （株）泰成工業所 東京都足立区  2,400 80 自動車用部品,モータ....

112 高度健康福祉研究開発有限責任事業組合 東京都港区  11 1 健康づくりと予防対策....

113 （株）上田嘉一朗商店 東京都中央区  5,000 70 子供服,婦人服,ベビー....

114 （株）アドベント研究所・フジ歯科クリニック 東京都新宿区  1,000 5 チタン床義歯,チタン.... 

115 カマノ樹脂（株） 東京都町田市  1,000 11 ＯＡ機器部品,自動車.... 

116 （株）小野崎製作所 東京都府中市  1,000 23 真空機器部品,半導体....

117 （株）愛国電線工業所 東京工場 東京都福生市  9,000 107 電源コード,電子，電.... 

118 （株）鬼塚硝子 東京都青梅市  2,000 44 血液分光分析用セル,....

119 甲斐電機（株） 東京都足立区  1,000 10 各種工業部品,自動車....



- 25 - 

No. 企業名 所在地 
資本金

（万円）

従業

員 

（人） 

主要製品 

120 （株）ティーアイディーデザイン 東京都杉並区  1,000 6 - 

121 猪鼻工房 東京都足立区  0 2 トラス,機械部品,医療....

122 （有）小越製作所 東京都江戸川区 900 8 医療用機器、冷蔵ショ....

123 東京工科大学 事務局研究協力部 東京都八王子市 0    

124 （株）タックス 東京都八王子市 1,000 7 工業用プラスチック製....

125 スペリオルアドバンテック（株） 東京都八王子市 1,000 150   

126 （株）昌和精機 東京都八王子市 1,000 20 医療機器,半導体関連....

127 （株）昇栄産業 東京都八王子市 1,000 11 各種ネジ類,医療機器....

128 （株）サンデン 東京都八王子市 3,000 42 計測器用スイッチング....

129 京西電機（株） 東京都八王子市 4,455 200 プリント基板実装,装.... 

130 （株）菊池製作所 西八王子営業所 東京都八王子市 5,000 185 医療機器部品,ＯＡ，.... 

131 （株）オービエレクトロニクス 
東京都八王子市 1,000 5 医療機器,電子機器,

電.... 

132 （株）ウドノ医機 東京都八王子市 1,000 79 滅菌装置,医療用機械....

133 （有）政井 東京都八王子市 500 2 医療機器部品,省力機....

134 （株）フューチャー・ウエイブ 東京都練馬区  1,000 4 医療機器,ＢＣチェッ.... 

135 ダンクラフト 東京都調布市  300 2 産業機械,ユニバーサ....

136 ペック（株） 東京都昭島市  1,200 7 工業デザイン,機械設....

137 アスクエンジ（株） 東京都港区  1,000 8 建築工事（木造、鉄筋....

138 （株）みくに工業 長野県  3,000 526 電子機器パーツ,通信....

139 （株）日本ヘルスケアコンサルタンツ 東京都新宿区  1,000 9 医療コンサルタント,.... 

140 （株）菊池製作所 
東京都八王子市 13,000 350 医療機器,光学機器,

音....  

141 （株）奥脇製作所 山梨県  300 11 工作機械のカバー.... 

142 玉工業（株） 東京都大田区  1,000 6 通信機部品＜３０８９....

143 （株）アルファレーザー 東京都大田区  700 3 プラスチック金型,ダ.... 

144 プレシジョン・ファクトリー（株） 東京都大田区  1,000 8 プラスチックインジィ.... 

145 林医薬開発研究所 
東京都板橋区  300 2 臨床開発要員・治験

協.... 

146 八光（株） 東京都目黒区  2,818 117 一般印刷,ホームペー....

147 パワーメディカル（株） 東京都東村山市 1,000 12 心電計、脳波計,レン.... 

148 （株）クラフト 東京都大田区  300 20   

149 （株）高須賀製作所 埼玉県  1,000 28 工作機械用パーツ,産....

150 （株）イクソン研究所 東京都江東区  1,000 10 労働者派遣,医薬品開....

151 （株）六濤 東京都文京区  5,000 36  - 

152 ユフ精器（株） 東京都文京区  30,000 79  - 

153 （株）中川誠光堂 東京都文京区  28,050 264  - 

154 （株）スカイネット 
東京都文京区  4,600 6 乳幼児用無呼吸モニ

タ.... 

155 （株）ジェー・エフ・シー・セールスプラン 
東京都文京区  3,000 34 前眼部診断器械・視

野.... 

156 エムピージャパン（株） 東京都文京区  1,000 4  - 

157 （株）ユニテック 
神奈川県  1,250 5 医療機器の厚生労働

省.... 

158 一英化学（株） 東京都大田区  1,000 22 自動車内装部品,自動....

159 南旺光学（株） 東京都千代田区 3,496 35  - 

160 名張医科産業（株） 
東京都千代田区 2,000 24 医療用品,医療機器,

治....  
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161 （株）アトム 東京都あきる野 9,000 25 ＯＡ器機部品,産業用.... 

162 （株）自治体病院共済会 東京都千代田区 1,240 25  - 

163 （株）伸共 東京都千代田区 3,360 25  - 

164 （株）クニイ 東京都千代田区 1,000 22  - 

165 慶洋商行（株） 東京都新宿区  1,000 10 電子部品,医療機器 

166 和気プラスチック（株） 東京都板橋区  1,000 30 プラスチックケース,.... 

167 アイ・ビー・ディー（株） 東京都目黒区  2,800 14 X 線用グリッド 

168 （有）竹澤鋲螺 東京都港区  300 3 ユニファイ規格ネジ,.... 

169 ゼネレクス（株） 東京都港区  4,000 5 超音波測定機器,微差....

170 三鷹光器（株） 東京都三鷹市  1,000 38 三次元測定機,手術機....

171 黒須商工（株） 東京都世田谷区 1,000 8 ベアリング＜２９＞,.... 

172 （有）電材マート 東京都品川区  300 2 ,モリブデン,ニッケル.... 

173 （株）ユニバーサルモデル 東京都大田区  1,000 10 タイミングプーリー,.... 

174 （株）井雅 
東京都品川区  2,200 10 電子計測機器・工業

計.... 

175 相互産業（株） 
東京都大田区  1,200 65 医療用ガス、在宅医

療.... 

176 （株）東京エム・アイ商会 東京都中央区  2,000 16 医薬品の製造,医療機....

177 関谷理化硝子器械（株） 東京都中央区  10 32 理化学分析装置,理化....

178 （株）ゴショー 
東京都台東区  1,000 3 耐震安全装置付きコ

ン.... 

179 （株）サンワケミカ 東京都江東区  1,000 26  - 

180 （株）エーティーエス 神奈川県  1,000 18 電子部品,半導体装置.... 

181 （株） アスター電機 神奈川県  1,000 14 ファンクションチェッ.... 

182 晃洋工業 東京都品川区  0 1 板金製品,プレス製品 

183 （株）小嶋技研 東京都町田市  1,000 25 光学医療機器,産業設....

184 鹿角工業（有） 
東京都大田区  300 2 半導体製造装置用部

品.... 

185 （有）京浜精密製作所 東京都大田区  2,500 24 光学精密機械部品半....

186 （有）北村製作所 東京都大田区  300 4 コンピュータ端末機の....

187 （有）東京製網所 
東京都墨田区  500 3 精密機械 器具の注

文.... 

188 （株）中央発條製作所 東京都大田区  1,000 30 各種スプリング製造 

189 電化皮膜工業（株） 東京都大田区  1,000 32 半導体製造装置向めっ.

190 （株）都留 東京都大田区  1,000 10 製かん板金,金属工作....

191 （有）岩渕木型製作所 東京都大田区  300 3 ＯＡ機器部品,医療機.... 

192 （有）太洋精機製作所 東京都足立区  300 2 機械部品,差動トラン.... 

193 エコースチール（株） 東京都足立区  1,000 19 通信機器部品,部品加....

194 （有）テスタデザイン 東京都台東区  300 1   

195 （株）日本医療器研究所 
東京都文京区  30,000 30 中学・高校保健室用

医.... 

196 （株） イチコーエンジニアリング 東京都西多摩郡 1,000 3   

197 大日精機（株） 東京都大田区  1,000 10 自動機＜２９４３＞,.... 

198 （株）ヒート 埼玉県  1,000 2 ドキュメントフィーダ.... 

199 （株）三津海製作所 
東京都大田区  1,000 29 無給油ロータリー真

空.... 

200 （株）平山技研 東京都板橋区  500 4 輸出医療照明器具,食.... 

201 （株）ヤマト 
長野県  8,800 80 精密金属・樹脂成形

Ｏ.... 
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202 中村医療機器販売（株） 東京都江東区  1,000 5 ,778 スーパーミネラル....

203 トウプラスエンジニアリング（株） 東京都調布市  1,000 6 湿度センサ素子,湿度....

204 （有）藤野製作所 東京都荒川区  800 14 ＯＡ機器部品,医療機.... 

205 （有）マルト電子 東京都大田区  500 1 ディスクリート基板,.... 

206 岩代工業（株） 東京都大田区  1,000 67 筺体＜２８５２＞,フ.... 

207 （株）鈴木製作所 
東京都あきる野市 1,000 7 工業計器,医療機器,

計.... 

208 （株）愛工舎 
愛知県  1,000 42 半導体検査用の部品

加.... 

209 （株）テクノローグ 神奈川県  4,104 40 試験機,半導体信頼性....

210 廣島電子工業（株） 埼玉県  1,000 8 偏光フィルム,偏光レ.... 

211 （株）エスパー電子工業 埼玉県  1,000 55 液晶バックライト,携.... 

212 （株）佐藤精密 関東営業所 埼玉県  2,000 65 金融端末部品,医療機....

213 （有）岩井製作所 千葉県  500 20 医療部品（歯科関係）....

214 （株） 榑林製作所 福島県  1,000 9 医療機器部品 

215 （株）高石製作所 千葉県  1,000 9 建築金物,医療機器部....

216 （株）岩木電子工業 東京都稲城市  1,020 14 ,ＢＧＡ,ユニバーサル.... 

217 グロー精密（株） 
茨城県  2,000 32 放送・通信機器製品

類.... 

218 （株）鹿島興業 
東京都あきる野市 2,000 21 ,産業用機械,医療機

器.... 

219 （有）相工舎 神奈川県  300 5 コンピュータ周辺機器....

220 （株）飯島シャーシ 埼玉県  1,000 10 板金試作品,精密板金.... 

221 山本工機（株） 埼玉県  2,000 12 給排水金具,自動車部....

222 （株）サクラテック 福島県  1,000 57   

223 （有） ティー・アイ・アンド・アイ 
東京都西多摩郡 300 6 ,医療機器,環境測定

器.... 

224 （有）シグマ・エレクトロニクス 埼玉県  300 14 産業用電気機器,医療....

225 （有） フィットデザイン 
東京都江東区  300 1 電気製品,日用品,医

療.... 

226 （株）ナックプロ 埼玉県  1,000 7 プリント基板,プリン.... 

227 豊田合成（株） 愛知県  - 5,606   

228 ジェーピーイー（株） 埼玉県  2,000 50 産業機械製造業 

229 （株）医器研 埼玉県  9,000 70 医療機器の製造・販売 

230 （株）ティーアイシー 長野県  1,500 17 医療機器部品,モニタ....

231 城南樹脂工業（株） 神奈川県  4,000 67 通信機部品,バレル,ハ....

232 京立電機（株） 東京都狛江市  6,000 25 診断用機器,キセノン.... 

233 咲耶工業（株） 
神奈川県  1,000 7 医療機器,防衛機器,

半.... 

234 （株）関屋製作所 東京営業所 東京都中野区  2,000 5 工作機械の製造,流体....

235 （有）箕輪ヘラ絞製作所 
埼玉県  500 18 ,自動車用品,医療機

器.... 

236 日科ミクロン（株） 
東京都文京区  4,800 90 病院製剤用クリーン

ベ.... 

237 （株）伸原工業所 神奈川県  1,000 36 通信機部品,医療機器....

238 酒井医療（株） 
東京都文京区  9,000 360 福祉機器（特殊入浴

装.... 

239 （有）古瀬製作所 埼玉県  100 10 ゴム金型（２９９６）.... 

240 新鋭工業（株） 
東京都文京区  1,500 70 医療用機器 酸素ボ

ン....  
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No. 企業名 所在地 
資本金

（万円）

従業

員 

（人） 

主要製品 

241 第一光機 （株） 東京都大田区  2,400 50 ,コネクター,医療機器.... 

242 （有）十字製作所 
千葉県  500 5 ,自動車部品,家電部

品.... 

243 第一醫科（株） 東京都文京区  1,200 55 医療機器＜３２３１＞....

244 持田製薬（株） 医療機器事業本部 
東京都新宿区  722,900 1,586 炭酸ガスレーザ手術

装.... 

245 東鋼材（株） 東京都墨田区  1,000 9 ステンレス帯鋼,ステ.... 

246 長尾工業（株） 東京都目黒区  3,000 56 自動車部品,医療機器....

247 浜医科工業（株） 東京都文京区  4,800 103 マットレス,電子応用.... 

248 （有）トッピテクニカル 東京都東村山市 300 1 光通信用部品,医療関....

249 （有）ティー・ケーシステム 
東京都昭島市  300 2 半導体製造装置チャ

ン.... 

250 マルカケース（株） 東京都港区  1,200 15 機器用ケース,ディス.... 

251 （有）スズヒロ 東京都板橋区  300 4 ゴム機器,ケーブルテ....

252 東商産業（株） 東京都豊島区  1,000 13 水槽＜２２９３＞,医.... 

253 （株）日興製作所 東京都武蔵野市 1,000 5 測定機部品,音響部品 

254 （株）協和精機 埼玉県  1,000 45 電磁ポンプ継手,空圧....

255 中道機械製作所 東京都江戸川区 0 1 工作機械部品加工,医....

256 （株）町田製作所 埼玉県  1,000 26 プレス用金型,家電部....

257 （株）エムエスビー 
千葉県  1,000 10 ,パネル,医療機器部

品.... 

258 島村製作所 
東京都墨田区  0 2 耳鼻医療機器部品

（吸.... 

259 （有）勝山金型製作所 東京都墨田区  300 3 医療機器の部品,雑貨....

260 （株）ツカサ研磨工業所 千葉県  1,800 13 超音波洗浄機,食品加.... 

261 ロジカルデザイン 
東京都品川区  0 1 他に分類されないそ

の.... 

262 いわき産業（株） 東京都荒川区  2,000 3 医療器筺体,電子機器....

263 （有）丸栄合金鋳造所 
東京都荒川区  300 3 医療機器,光学機器,

通.... 

264 寿機械工業（株） 神奈川県  1,000 11 各種機械部品,航空機.... 

 

（財）東京都中小企業振興公社と同様の機能を有する団体は日本全国に複数存在する。

これらは中小企業庁が推進・支援する都道府県等中小企業支援センターと呼ばれるもので

全国に 60 団体存在する。異業種企業の調査においては、都道府県等中小企業支援センター

との連携が必要ではないかと考えられた。 

 

 

 

 

その他、検索サイトに任意のキーワードを入れて Web サイト検索を行い、医療技術へ展

開可能な技術を保有していると考えられる 2社の異業種企業を抽出した（表 2.3-3）。 
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表2.3-3 Web サイト検索から抽出した異業種企業リスト 

No. 企業名 事業内容 所在地 Web 

1 
（株）サンエイ

テック 
液剤塗布ソリューション 

千葉県

柏市 
http://www.san-ei-tech.co.jp/ 

2 森鐵工（株） 

一般産業用機械設計製作、省力機

械・自動包装機械、切断機械・専用

機械・各種線材（銅線・鋼線・ｽﾃﾝﾚ

ｽ線） 

新潟県

新潟市 
http://www4.ocn.ne.jp/~mmori/index.htm

 

（株）サンエイテック 

事例 1：バルーンカテーテル両端部の接合部分を UV 接着 

既存の UV 照射装置ではカテーテル全周囲（360 度）への照射強度がばら

つき、均等に UV 硬化されないため、製品不良が頻発していた。サンエイ

テックのクローズドループ制御機能は、光源で光を継続的にモニター（多

分岐ライトガイド）し、設定した照射量を維持することが可能であるた

め、照射強度の均一性が保持されバルーンカテーテルの品質が向上する。 

事例 2：薬剤溶出性ステントへのコーティング 

ステンレス表面にコーティングされた薬剤が徐々に溶出するために、い

かに高精度に塗布するかがポイントとなるが、これまでは薬剤溶出性ス

テントへ塗料用ブラシでコーティングしていた。高度な技術が必要で、

作業員によって塗布量のばらつきがあった。コーティング剤の付着効率

が悪く製品品質に影響していた。サンエイテックのスプレーバルブによ

りステント全体への均一で安定したコーティング作業が行える。また、

コーティング剤の付着効率が大幅に改善され、液ダレもなく製品品質が

向上する。 

事例 3：コンタクトレンズに食塩水を無菌状態で注入 

作業者は手絞りボトルから直接手作業で小さな薬瓶に注入していた。作

業効率が悪かったが無菌状態の保持のため注入方法の変更が困難であっ

た。注入量が少なすぎると、レンズの未硬化や乾燥が起こり、注入量が

多すぎると、パッケージ後の液モレの原因となっていた。サンエイテッ

クの無菌対応ダイアフラムバルブは、コンタクトレンズに食塩水を均一

量だけ安定して注入できる。接液面は 316L ステンレスとテフロンが採用

され、定置洗浄（CIP) や定置滅菌 (SIP)に対応しているので無菌状態の

維持が容易である。作業工数が半分に軽減され、生産量は 10％以上向上

した。 
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森鐵工（株） 

ナノメディスンを目指す統合研究～都市エリア産学官連携促進事業（新潟エリア）

で行われた生体機能を応用した高強度・長寿命デバイスおよびインスツルメンツの

開発、ナノテクによる患部ピンポイント治療技術と装置の開発等に参画した（平成

14 年～平成 16 年）。 
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2.3.2. まとめと次年度計画 
 

医療技術へ展開可能な技術を保有する異業種企業の調査は、企業側が自社技術を医療技

術へ展開可能であると認識していれば比較的収集は簡便に行えるものと考えられるが、充

実した情報を収集するには都道府県等中小企業支援センターとの連携が必要ではないかと

考えられた。 

一方、企業側が自社技術の医療応用・展開可能性を未だ気づいていない企業の収集は困

難なものと考えられ、異業種企業の技術を評価できる目利きの存在が欠かせないものと考

えられた。 

 

 

2.4. シーズ情報のまとめ 

 

低侵襲医療技術を開発する先進企業調査、低侵襲医療機器にいずれ将来結びつくと思わ

れる技術に関する重要論文調査、医療技術へ展開可能な技術を保有する異業種企業調査を

行った。 

低侵襲医療への要求や期待などを組み入れた実臨床に有用な機器開発の実現には、最新

で広視野・多角的な研究開発情報を蓄積した多様なシーズ情報の中から最適抽出（Best 

Selection）を行うことが有益であり、3 つの調査結果は、独立した内容の調査であるもの

のお互いを補完するものでもあり、シーズ情報としてはいずれも必要なものと考えられた。 

なお今後は、海外の動向をいち早く紹介するため、海外学会や国際会議等の海外動向調

査なども行うことが必要ではないかとも考えられた。 
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3. ニーズ情報 
 

低侵襲医療への要求や期待などを組み入れた実臨床に有用な機器開発には、ニーズＤＢ

が有益である。ニーズＤＢは低侵襲医療技術を使用する医療従事者（臨床医、医学研究者

等）のニーズを紹介する医療提供側ニーズＤＢ、低侵襲医療の最終的恩恵を受ける患者の

ニーズを紹介する医療受益者側ニーズＤＢ等から構成される。そのため、本年度は、循環

器内科、心臓血管外科、脳血管領域における医師ニーズインタビュー調査及びＷｅｂアン

ケート調査、患者ニーズＷｅｂアンケート調査を行った。 

なお、ニーズ調査は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社へ委託し実施し

た。 

 

 

3.1. 心臓血管・脳血管領域における医師ニーズインタビュー調査 

 

3.1.1. 調査概要 
 

3.1.1.1. 調査目的 

本調査は、循環器内科および心臓血管外科、脳神経外科における低侵襲医療機器の現状、

当該機器に対する臨床ニーズ、研究動向等を把握・整理し、データベースによる情報提供

を通じて、わが国における低侵襲医療機器の開発に資することを目的とする。 

 

3.1.1.2. 調査対象 

本調査の調査対象は、専門が循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科のいずれかに該当

する医師とした。 
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表3.1-1 低侵襲医療機器に関する医師インタビュー調査対象者 

氏名 所属・役職 

吉田 哲 東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 診療医長 

山崎 健二 東京女子医科大学病院 心臓血管外科 准教授 

村山 雄一 東京慈恵会医科大学附属病院 脳血管内治療部 診療部長 

西田 博 東京女子医科大学病院 心臓血管外科 講師 

黒澤 博身 東京女子医科大学病院 心臓血管外科 主任教授 

庄田 守男 東京女子医科大学病院 循環器内科 准教授 

小野 稔 東京大学院医学系研究科 心臓外科 臓器移植医療部 講師 

滝 和郎 三重大学医学部附属病院 脳神経外科 科長・教授 

佐瀬 一洋 順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科 臨床薬理学 教授 

重森 稔 久留米大学病院 脳神経外科 教授 

三好 俊一郎 慶應大学医学部附属病院 循環器内科 

藤本 司 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 教授 

澤 芳樹 大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科 診療科長 

松山 晃文 大阪大学医学部附属病院 未来医療センター 准教授 

永田 泉 長崎大学医歯薬学総合研究科 脳神経外科学 教授 

高橋  明 東北大学大学院 神経病態制御学分野 教授 

下川  宏明 東北大学大学院医学系研究科 循環器病態学 教授 

佐田 政隆 東京大学大学院医学系研究科 先端臨床医学開発講座（循環器内科）准教授 

平山 篤志 日本大学医学部 内科学系 循環器内科学分野 主任教授  

藤井 清孝 北里大学病院 脳神経外科 教授 

松前 光紀 東海大学医学部付属病院 脳神経外科 教授・診療科長 

伊達 勲 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 神経病態外科学（脳神経外科） 教授

宮地 茂 名古屋大学医学部付属病院 脳神経外科学 准教授 

坂井 信幸 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 部長 

山本 勇夫 横浜市立大学附属病院 脳神経外科 教授 

磯村 正 葉山ハートセンター 心臓血管外科 心臓外科センター長 

小川 彰 岩手医科大学 脳神経外科学講座 教授 

小笠原 邦昭 岩手医科大学 脳神経外科学講座 助准教授 

手取屋 岳夫 昭和大学病院 心臓血管外科 教授 

四津 良平 慶應義塾大学医学部附属病院 心臓血管外科 教授 
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3.1.1.3. 調査方法 

インタビューにより、低侵襲医療機器に関する臨床ニーズに関する情報を収集した。 

 

3.1.1.4. 調査期間 

2007 年 12 月～2008 年２月 

 

3.1.1.5. 総インタビュー件数 

30 件 

 

3.1.1.6. 調査項目 

本調査の調査項目は表 3.1-2に示すとおりである。 

表3.1-2 調査項目 

大項目 小項目 

専門とする主な疾患・部位 

１．専門分野 

実施頻度の高い手技 

２．この 10 年で患者 

ＱＯＬの向上等に貢献

した医療機器 

この 10 年で、診療成績の向上や患者ＱＯＬの向上におおいに 

貢献したと考えられる医療機器 

３．既存の医療機器の

改良すべき点 

既存の医療機器の改良すべき点について、対象となる医療機器

と改良すべき点とその理由 

実現が望まれる新規の医療機器の概要（対象疾患・部位、機能

と効果） 

その医療機器が必要とされる背景、現状の問題点 

その医療機器の実現可能性 

４．実現が望まれる 

新規の医療機器 

開発意向・予定（または開発協力意向） 

５．医療機器の開発の

方向性に関する提言 

循環器および脳血管領域における医療機器の研究動向や今後の

医療機器開発の方向性に対する提言 

６．その他 研究動向 
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3.1.2. 調査結果 

3.1.2.1. 心臓血管領域 

（1）東京慈恵会医科大学 循環器内科 教授 吉田 哲先生 

1）専門分野 

専門は循環器内科である。主に狭心症や心筋梗塞の患者に対して経皮的冠動脈形成術

（Percutaneous Coronary Intervention：ＰＣＩ）を行っている。 

ＰＣＩのうち実施件数が最も多いのはステント留置術であり、当院での年間実施件数は

200～250 例である。他院でもＰＣＩの指導等を行っており、その件数は年間 100 例前後で

ある。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① ステント 
この 10 年で医療の進歩におおいに貢献した医療機器としてはステントがあげられる。 

a） ステント登場以前の治療方法とその問題点 
心筋梗塞や狭心症の患者に対する最も代表的な治療方法に経皮的冠状動脈形成術

（percutaneous transluminal coronary angioplasty：ＰＴＣＡ）がある。ＰＴＣＡでは、

バルーンカテーテルと呼ばれる医療機器を用いる。バルーンカテーテルは、先端にバルー

ン（風船）が取り付けられたカテーテルである。患者の体を小切開してバルーンカテーテ

ルを血管内に挿入し、心臓の冠状動脈の内腔が狭くなった場所までバルーンを移動させ、

バルーンを膨らませることで血管を押し広げる方法である。ＰＴＣＡは、患者の体を小切

開するだけで治療できることから、開胸手術に比べるときわめて低侵襲であることから、

広く普及している。 

しかし、バルーンカテーテルだけで治療をした場合、血管を拡張した後で再び血管が狭

くなる“再狭窄”が 40％前後の割合で生じるという大きな問題があった。再狭窄は、バル

ーンで拡張する際に血管内皮に傷がつくことによる血管内皮の肥厚、血管が元の状態まで

縮まろうとするリコイルにより生じるといわれていた。 

なお、ＰＴＣＡを行えない病変の場合は、開胸による外科手術か薬剤治療が選択される。

外科手術は患者の負担が大きくなる。薬物治療は一時的に症状を抑えることができるもの

の、対症療法であり、根本的な治療にはならない。 

b） ステントの使用による再狭窄率の低下 
ステントは、バルーンカテーテルで拡張された血管が再び狭くならないよう、血管内に

留置する医療機器である。ステントを使用すると血管内腔が押し広げられた状態が保たれ
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やすくなる。ステントの種類としては、大きく分けて、ベアメタルステント（金属材料の

みのステント、bare metal stent：ＢＭＳ）とドラッグエルティングステント（薬剤溶出

ステント、Drug Eluting Stent：ＤＥＳ）の２種類がある。 

まず、約 10 年前に、ベアメタルステントが国内で使用されはじめた。当時、バルーンカ

テーテルのみによる治療の再狭窄率は 40%前後であったが、同様の症例であれば、ステント

留置術の導入により再狭窄率が 20％～25%まで減少した。再狭窄の生じるスパンも３ヶ月か

ら、３～６か月と長くなった。 

2004 年からドラッグエルティングステントが使用されはじめた1。ドラッグエルティング

ステントはステント表面に薬剤を含んだポリマー等が塗布されており、血管内に留置後、

ステントから少しずつ薬剤が溶出される。再狭窄率は 10～15%に改善し、再狭窄のスパンも

８～12 ヶ月と長くなった。 

c） 適用症例が拡大したことで、全体でみると再狭窄率は減少していない 
ただし、適用された症例全体でみると再狭窄率はそれほど下がっていないといわれてい

る。理由は、ステントが使われるようになった当初は、ステントに最も適した症例のみに

使用されるため再狭窄率が減少したが、医療機器の性能と術者の技能が向上したことで、

より難度の高い症例へと適用が拡大されたからである。 

d） ドラッグエルティングステントは必ずしも生命予後を改善しない 
ドラッグエルティングステントを使用する場合としない場合とで生命予後に変化がない

ことが指摘されている。ドラッグエルティングステントから溶出される薬剤が血管内皮の

形成を抑制し、血管内でステントがむき出しになり、血管内壁はある種の炎症を起こした

ような状態になる。そして、数％の割合で、血栓が生じ、患者が死に至る。このように、

ドラッグエルティングステントでは再狭窄は抑制するが、その一方で致命的疾患を誘発す

る可能性があることから、生命予後に変化はないと指摘されている。 

このように生命予後が変わらないというデータがあることから、米国ではよりコストパ

フォーマンスのよいベアメタルステントが選択され、ドラッグエルティングステントの利

用は減少している。 

このデータは米国人患者のデータである。日本でドラッグエルティングステントが使用

され始めてからまだ４年しか経っておらずドラッグエルティングステントを留置した日本

人患者の生命予後に関する長期データが揃っていない。そのため、日本人にドラッグエル

ティングステントを使用した生命予後データが米国と同様であるかどうか、現時点では判

断できない。 

 

                             
1 ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）が開発した CYPHER�シロリムス溶出冠動脈ステント（販売名
「Cypherステント」）が、2004年 3月に厚生労働省より薬事承認を受け、日本での発売を開始した。 
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名称 特徴 再狭窄率 再狭窄が生じやすい期間 使用開始時期 

バルーンカテーテル － 40%前後 3 ヶ月 30 年前 

ベアメタルステント

（ＢＭＳ） 
金属のみ 20～25％ 3～6 ヶ月 10 年前 

ドラッグエルティング

ステント（ＤＥＳ） 

薬 が 塗 ら

れた 
10～15％ 8～12 ヶ月 2004～ 

 

② マルチスライス CT 
マルチスライスＣＴは冠動脈の画像診断に大いに貢献した。従来のＣＴとの違いは、回

転で複数枚の断層画像を撮影できる点である。 

マルチスライスＣＴは 1998 年に使用され始めた。その後、検出器が４列、８列、16 列、

64 列とより多列化されるなど性能向上が進められてきた。現在のデュアルソース 64 列マル

チスライスＣＴは、0.08 秒で（90 度回転）1 枚のスライスが撮影できる。撮影時間が短い

ため、動きの激しい心臓も正確に撮影することができるようになり、画像診断の精度が向

上した。 

a） マルチスライスＣＴによる診断精度の向上 
画像診断装置の精度に関する代表的な指標は、陰性的中率2、感度3、特異度4の３つの指

標である。陰性的中率は４列の装置でも 95～96％と高精度であったが、現在は 99%に達し

ている。感度と特異度は、４列のマルチスライスＣＴの的中率は 70～80%、64 列のマルチ

スライスＣＴの的中率は 90%程度である。 

検出素子の増加とデータ処理性能の向上によりＣＴの撮影時間も短縮された。撮影時間

の短縮は、患者の負荷を軽減させ、より正確な検査を可能にした。具体的には、心臓（撮

影領域幅 10～15 センチ）の撮影時間は、４列で 30～35 秒、16 列で 17～20 秒、64 列で８

秒である。 

一方で、放射線の被爆量は増加したという問題もある。 

 

検出器 陰性的中率 感度・特異度 計測時間 使用開始時期 

４列 95～96％ 70～80％ 30～35 秒 1998 年～ 

16 列 － － 17～20 秒 2001 年～ 

64 列 99％ 90％ 8 秒 2004 年～ 

 

                             
2ある検査結果が陰性とでた場合に、本当にその疾患がないという確率 
3悪性腫瘍を悪性腫瘍として検知する確率 
4陰性のものを正しく陰性と判定する可能性 
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最近は、心臓カテーテル検査を行わず、ＣＴ撮影のみとするケースもある。 

③ 薬物療法 
薬物治療の改善・進歩は患者のＱＯＬ、予防の改善に大きく寄与した。代表的な薬では、

スタチンと抗血小板薬があげられる。これらに関しては大規模臨床試験による定量的な情

報がある。 

a） スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬） 
スタチンはコレステロール降下薬である。スタチン系のコレステロール降下薬は多種あ

るが、いずれも大規模臨床試験で実績がある。コレステロール降下治療において、病気が

おきる発生率を抑える「一次予防」、再発を予防する「二次予防」両方の予防効果が、いく

つかの研究で実証されている。 

b） 抗血小板薬 
抗血小板薬はこの 10 年の発見ではないが、アスピリン潰瘍の副作用が軽減され、患者の

ＱＯＬに貢献した医薬品である。抗血小板薬は、血小板の働きを抑える薬である。血小板

は血液を固める働きをするため、動脈硬化が進んでいる場合、狭心症を発症する危険があ

る。抗血小板薬を服用することで、血栓ができるのを防ぐことができる。代表的な抗血小

板薬としてはシロスタゾール、チクロビジンなどがあげられる。さらに副作用が少ないチ

クロピジン系の抗血小板薬のクロピドグレル、アルガトロンバンなどが新たに開発された。

日本では認可されていないが欧米では GP Ⅱb/Ⅲa 阻害剤（GP 2b/3a inhibitors） が既に

使用され始め、予後が改善したと報告されている。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① ステント 

a） 改良すべき点 
現在使われているステントの問題点として、ステントの素材が指摘されている。金属が

むきだしのステントが血管内にあると、血液が常に被曝され、血栓ができやすくなる。そ

のため患者は、血栓を防ぐ抗血小板薬を長期間、飲み続ける必要がある。 

今後期待されるステントは、十分な強度をもち、生体吸収されるステントの開発である。 

ＤＥＳが患部に薬を塗り血管内腔を拡張した後、血液中に溶けて体外に排出されるステ

ントが最も理想的だが、現在の技術ではまだ実現できないだろう。現在利用されている技

術では、例えば、手術に使用する糸は生体に吸収されるが強度が足りない。人工骨は強度

の点では十分かつ生体に吸収される素材ではあるが、柔軟性がないため心臓の表面の冠動

脈には不適切である。現存のいずれの素材も血液中に溶けてなくなるのではなく、組織で

白血球に貪食されているために、同部位に炎症が起きていることになり、厳密には吸収さ

れているわけではない。 
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また、早期に内皮細胞をつくり、ステントがむき出しにならない状態を作る技術も報告

されている。ストラット表面の血管内皮前駆細胞（endothelial. progenitor cell:ＥＰＣ）

が血液中のＥＰＣを捕捉し、ステントの内皮下を促進するこの方法は技術、コストの両面

で現実的である。しかし、実験は現在足踏み状態である。 

ステント以外では、ＤＣＡ（Directional Coronary Atherecto：方向性冠動脈粥腫切除

術）で動脈硬化部分を削る方法もあるが、高速回転によるやけなど、かえって生体の傷が

ひどくなるため施行は減少している。 

井垣医療設計（現京都医療設計）と玉井先生が整形外科で使用されるプレートに近い性

質のステントを共同で開発した。しかし、硬い骨には吸収されるプレートも柔らかい冠動

脈には吸収されないなどの問題点があり、実用化には至っていない。 

b） 今後の展開 
バルーンカテーテルやステントを用いた血管形成術では、今後飛躍的に進歩することは

ないと考えられる。 

この分野の医療機器の改良と術者の技能が向上することで、一時的に再狭窄率は減るか

もしれないが、新たな技術を適用する病変が増えれば、結果的に再狭窄率が大きく変わる

ことはないだろう。 

② マルチスライス CT 

a） 改良すべき点 
マルチスライスＣＴの改良が望まれている点は、マルチスライスＣＴ自体と画像処理を

行うＣＰＵの両方の性能の向上である。マルチスライスＣＴ自体については、検出素子の

列の増加、列間隔の短縮、回転速度の改良、およびガントリの回転速度の改良である。 

画像処理については、膨大な画像データの処理である。撮影時に着目した疾病以外にも

異常を発見できる可能性があり、コンピュータにより自動で探索できるとよいだろう。 

ステントが留置された血管も撮影できるようになるとよいだろう。現在は、血管内にス

テントがあると放射線が透過しづらく、内部を撮影できない。金属部分の隙間から放射線

が入るよう細かく撮影すれば血管内の状態を撮影できるかもしれない。 

b） 今後の展開 
今後、マルチスライスＣＴは現在の 64 列からさらに 128、256 列へと検出器の列が増え

るだろう。ドイツでは既に 324 列があり、１回転しなくてもＣＴの撮影が可能になってい

る。 

ＣＰＵの進歩次第ではあるが、10～15 年後は、心臓カテーテル検査ではなく、マルチス

ライスＣＴによる診断が一般的になると考えられる。ＣＴで見えにくい病変（例えば石灰

化が強い病気など）はスクリーニング的にＣＴ撮影し、その後カテーテル検査を行うよう

になるのではないか。 
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③ ＭＲＩによる冠動脈撮影 
磁気共鳴画像装置（Magnetic Resonance Imaging: ＭＲＩ）5による冠動脈撮影も進展す

る可能性が高い。ＭＲＩの長所は、磁力を使うため放射線の被爆がなく低侵襲であること

である。今後、ＭＲＩがＣＴと同様に冠動脈の診断できるようになれば、冠動脈の診断方

法に与えるインパクトは大きいだろう。ただし、撮像スピードと解像度の問題から、実現

にはまだ時間がかかると思われる。心臓の動きに同期させてＭＲＩで撮像する方法も、同

様に、一スライスをつくる時間が長すぎることが今後解決すべき課題である。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① ドラッグエルティングバルーン 
カテーテル等を用いて血管壁の組織に直接、薬剤を注入する手法（ドラッグエルティン

グバルーン）が有用と考えられる。ドラッグエルティングバルーンはステントの代わりに

バルーンを用いて薬剤をデリバリする手法で、薬が塗布されたバルーンを拡張する際に血

管壁に薬剤を取り込ませる。ドイツで開発が進められている。 

ドラックエルティングバルーンの薬を造影剤と結合させて血管の中に取り込ませること

ができれば、治療後の観察も可能で画期的となる。 

② 再生医療 
血管または心筋の再生医療の確立が求められている。心筋の再生は長期的な課題である。

１日 10 万回も拍動する心臓では心筋の細胞を生着させることが難しい。短期的には血管新

生が主となるだろう。薬剤の注入により選択的に血管新生を誘発する方法である。 

現時点での再生医療の課題は、細胞の培養に成功しても狙いどおりの組織や臓器の立体

構造を構築できないこと、大きな細胞の培養は難しいことなどである。 

③ 人工血管 
患者の血管細胞から人工血管を作りだすことができれば、治療時の拒否反応を避けられ

るだろう。 

現在の人工血管は、最も細いもので内径６ミリメートルだが、心臓の血管の場合は、内

径４ミリメートルのものが求められる。径が小さくなると閉塞しやすい。もともと、人工

血管には内皮細胞が形成されないため血栓が形成されやすく、閉塞しやすい。内腔に内皮

を形成させられる人工血管を作ることができれば閉塞を防げるだろう。 

④ マイクロバブルによる静脈の超音波造影 
マイクロバブルを用いて静脈の超音波造影を行うことが考えられる。静脈は血流が比較

                             
5磁気共鳴現象を利用した診断用撮影装置で、疾患状態をデジタル画像で写し出します。明暗がはっきりと
写りやすいので正確に解析しやすく、また、さまざまな方向から写すことができるという利点があり、

放射線をまったく使用しない特徴もあります。 
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的緩やかであり、バブルで薬剤を留まらせることもできる。一方、動脈は血流の圧力が強

く、この手法は有効でない。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

患者も医者も、低侵襲かつ低コストで、従来と同等かそれ以上の成果を得られる診断方

法・治療方法を望んでいる。特に循環器領域では特に侵襲の大きな治療が行われるため、

こうした要望は強い。 

循環器領域の治療について、従来の方法では、進歩に頭打ちの感がある。現在も新たな

治療法の研究開発が進められている。今までの傾向では 10 年サイクルで新しい医療機器や

技術が登場していることを考ええれば、2010 年ごろにまったく新しい医療機器が登場する

かもしれない。 
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（2）東京女子医科大学病院 心臓血管外科 准教授 山崎 健二先生 

1）専門分野 

専門は心臓血管外科である。主な疾患は成人の心臓血管外科である。重症心不全の治療

などが現在の主な専門分野である。 

冠動脈バイパス手術や心臓弁膜症の手術が多い。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 
ＣＴなどの診断機器の性能がこの 10 年間で劇的に向上した。診断機器の性能が向上する

ことにより、侵襲的な診断から非侵襲的な診断へと移行する。 

超音波検査は 10 年以上前から非常に有用な手段として利用されるようになった。 

② 治療 

a） 補助人工心臓 
世界的にみると、重篤な心不全の治療方法として補助人工心臓が大きく進歩した。従来

は大型で拍動型の装置（第１世代型）であったが、小型で植え込み可能な無拍動型の装置

（第２世代型）の開発が進んだ。欧米ではすでに第２世代型の補助人工心臓が使用されて

いる。日本では 2005 年５月より、我々のプロジェクトにおいて第２世代型補助人工心臓の

臨床試験を開始した。 

補助人工心臓の適用患者は重症度が最も高い患者（重症度分類４度）である。強心剤の

持続点滴に依存した状態のため生命予後が非常に悪く、６ヶ月生存率が 25～26％、１年生

存率が約６％である。 

補助人工心臓を装着すると、第１世代型では存率は１年生存率が 52％、２年生存率が 23％

である。第２世代型はさらに約 10％の改善が見られる。我々が行った臨床試験では補助人

工心臓を装着した患者の２年生存率は 70％以上となっている。 

人工心臓は、心臓を完全に置換するタイプの装置と患者の心臓を残して補助するタイプ

の装置がある。現在は、弱った左心室を補助する「左室補助人工心臓」が主流である。左

心室補助人工心臓のメリットは、薬剤療法等によって患者の心機能が回復すれば補助人工

心臓を離脱できること、完全置換型の装置に比べて感染症に強いことである。米国におい

て完全置換型の人工心臓が使用されたが、感染症の問題で成績は芳しくない。 

b） 両心室ペーシング 
心不全の治療方法として両心室ペーシングが進歩した。両心室ペーシングは、ペースメ

ーカーのようなもので、心不全の患者に対して同時に複数箇所をペーシングすることで同

期のズレを修正する装置である。 
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c） バイパス手術用の機器 
バイパス手術では、オフポンプバイパス手術6のための機器が進歩し、当該手術の普及に

大きく貢献した。特にスタビライザーが貢献した。スタビライザーは心臓の拍動を止める

ことなく、術者からみて血管が静止した状態にするための機器である。 

欧米での大規模研究により、５年生存率や予後の向上、輸血量の減少、集中治療室の滞

在期間の短縮等の定量的なデータが得られている。 

d） 弁の形成術（弁膜症に対する治療） 
日本において、特に進展が見られた分野として、弁の形成術（弁膜症に対する治療）が

あげられる。ただし、弁の形成術では、特別な器具を使用することがないため、器具とい

うよりもむしろ手術方法が進歩した。 

e） 心不全の薬剤療法（βブロッカー） 
薬剤療法については、この 10 年で、心不全の治療薬としてβブロッカーの有効性が確立

され、臨床医に浸透した。βブロッカーは当初、降圧薬（心機能を抑制し、血圧を下げる）

として開発されたもので、心不全の治療薬としては認識されていなかった。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 補助人工心臓 

a） 「最終治療手段の資質をもつ装置」としての性能を備えた補助人工心臓 
日本で用いる補助人工心臓には、「最終治療手段の資質をもつ装置」としての性能が求め

られる。欧米では補助人工心臓を移植までのブリッジとして使用するため、補助期間は平

均３～４カ月である。一方、日本ではブリッジとして利用した場合でも補助期間が２年を

超え、最終治療手段に近い適用になる。 

心臓移植手術の件数は、米国の年間約 2,000 例に対し、日本では年間 10 例前後である。 

b） 改良の方向性は「３大合併症」の予防 
補助人工心臓装置を装着した患者の死因は、「感染症」、「血栓塞栓症」、「装置の故障」と

いう３大合併症である。これら３大合併症の発生を減少させるための改良が必要である。 

「感染症」は、第一世代の補助人工心臓装置は、装置が大型であることから感染症で亡

くなる患者の割合が最も高かった。第２世代型以降の補助人工心臓では感染症による死亡

率は減少していると思われる。 

「血栓塞栓症」は、補助人工心臓の宿命的な合併症である。血液が異物に触れて凝固す

ると血栓塞栓症を引き起こす可能性がある。このため、抗凝固療法が必要となるが出血等

                             
6 オフポンプバイパス術は、体外循環装置を装置を使用せず、術中に心臓の拍動を止めずに行われるバイ
パス手術である。逆に、拍動を止めて行われるバイパス術はオンバイパス手術という。オフポンプバイ

パス術は、オンポンプバイパス術に比べて患者の負荷が低いが、難度が高い。 
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の合併症の問題がある。装置そのものの抗血栓性は飛躍的に高まったが、装置と心臓・心

血管との接続部位の周辺の抗血栓性の向上が課題である。 

「装置の故障」は、全体的にみると、第一世代型に比べ第二世代型では改善した。故障

しやすさは機種に依存している。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 末期重症心不全患者が５～10年間生存できるようになる補助人工心臓 

a） 求められる機能 
重篤な心不全の治療方法として、補助人工心臓による治療方法の確立が求められている。

少なくとも、今後 10 年間で、末期重症心不全患者が補助人工心臓によって５～10 年は生存

でき、社会生活を送れるようにする必要があると考えている。 

b） インパクト 
補助人工心臓装置の重要性は治療効果の大きさだけでなく、その潜在的な患者数の多さ

にある。世界の人口の３分の１は心臓関係の病気で死亡している。心臓移植は移植数が限

られ、移植の適応年齢7が制限されている。一方、補助人工心臓装置は量産可能であり、手

術も心臓以外の機能に問題がなければ 70 歳代の高齢患者でも耐えられる。治療方法が確立

されれば、治療の適用患者数が増大することになるだろう。 

c） 補助人工心臓を活用した治療法の確立 
補助人工心臓を活用した治療法の確立も重要である。補助人工心臓が適用される患者は、

死がすぐそこまで迫っているような重症な心不全の患者であるため、まずは補助人工心臓

を装着して全身の血液循環を維持する必要がある。 

その間に、薬剤療法と再生医療で心機能の再生を図り、心機能が回復すれば補助人工心

臓を離脱する。移植ドナーが現れれば心臓移植を行い、補助人工心臓を離脱する。 

薬剤療法と再生医療で心機能が回復せず移植ドナーも現れなかったときは、補助人工心

臓が最終的な治療方法となる。 

② 再生医療（心血管、心筋） 
心血管の再生は有望な分野である。血管新生は研究が進んでいる。 

心筋の再生も有望ではあるが、細胞の導入時の患者負荷、細胞の生着率、収縮機能の発

現などの問題があり、臨床的に有効な手段となるには時間を要する。 

③ その他 
全く新しい医療機器ではないが、既存の機器の高性能化を進めることは必要である。 

                             
7 現在は移植までのブリッジとして使用されるため、日本の移植適用年齢である 60歳未満の患者が対象と
なっている。 



- 45 - 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 治療機器の研究開発の促進 
日本は国家として治療機器の研究開発を促進すべきである。治療機器は、世界的にみて

も非常に立ち遅れている。現在、日本で使用されている治療機器の多くが輸入品である。

年間約 5,000 億円超の貿易赤字が生じている。 

ようやく２年前に医療機器産業ビジョンが策定されたところである。 

世界に通用する医療機器を開発すれば市場は一気に拡大する。医療機器で成功するため

には後発製品を開発するのではなく、潜在的な患者数が多い分野で先行することが重要で

ある。先行開発で実績をつくることがビジネスチャンスにつながる。 

② 治療機器の研究開発における事業リスクの考え方に関する国民的な議論 
企業が治療機器の開発に取り組まない理由は、事業リスクが高く、そのリスクに見合う

利益を得ることが難しいからである。 

とくに、余命の少ない患者を対象とした医療機器の開発は事業リスクが高いと考えられ、

開発が敬遠される傾向にある。この点は見直されるべきである。たとえば、余命予後がき

わめて悪い疾患の患者の状況を考えてみると、医療機器を使用しても生存できない可能性

は高いが、何もしなければ確実に死亡する。このような患者に事業リスクについては、消

極的な視点での評価ではなく、少しでも生存可能性を高める医療機器を提供したという積

極的な視点での評価なされるべきではないか。このあたりも国民的な議論が必要である。 

③ 補助人工心臓による治療が確立されたときの適用方針に関する国民的議論 
補助人工心臓による治療の５年生存率が向上し、この治療法が社会的に認知されるよう

になれば、多くの人が補助人工心臓を希望するようになるだろう。このとき、高額な補助

人工心臓の適用の方針について国民的な議論が必要になるだろう。 
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（3）東京慈恵会医科大学附属病院 脳血管内治療部 診療部長 村山 雄一先生 

1）専門分野 

専門分野は脳神経外科である。専門とする主な疾患・部位は、脳動脈瘤、くも膜下出血

である。実施頻度の高い手技は、脳動脈瘤の塞栓術である。脳動脈瘤の患者は年間 300 人

程度で、塞栓術は年間約 130 症例実施している。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 
血管撮影装置が登場し進歩したことで、患者のＱＯＬにおおいに貢献した。 

レントゲン透視によるフラットパネル型の血管撮影装置である。当院の装置は、レント

ゲン透視による画像とＣＴ画像とを重ねて表示させられる。 

また、コンピューターシミュレーションで、脳動脈瘤のサイズの計測や破裂リスクの診

断も進展し、処置の必要性を判断しやすくなった。 

② 治療 

a） コイル塞栓術 
脳動脈瘤のコイル塞栓術はこの 10 年で進歩した。現在、日本で使用できるものはプラチ

ナ製のコイルのみである。欧米では、プラチナにＰＧＬＡという生分解性ポリマーがコー

ティングされたコイルや、プラチナ表面にハイドロジェルという膨潤ジェルがコーティン

グされたコイルなど、さまざまな材質や形状のコイルが認可されている。これらのコイル

は日本では認可されておらず、動物実験等で使用されるのみである。 

コイルの使用本数は、大きいこぶだったら 30～40 本使うことがある。小さいこぶなら５

本程度使用する。 

b） ステント留置術 
世界的には頭蓋内ステントが導入され、患者のＱＯＬ向上に貢献している。頭蓋内ステ

ントは、欧州で４種類、米国で２種類が認可されている。ほとんどのステントがナイチノ

ールという金属でできている。日本でも胆管や下肢のステントとして、ナイチノールステ

ントが認可されているが、脳治療に関してはまだ認可されていない。頚動脈に関しては、

平成１９年の４月に医療材料として承認され保険収載された。 

c） 開頭手術におけるナビゲーション技術 
開頭手術ナビゲーション。深部の脳腫瘍切除術などで、現在の術野の画像に術前または

術中に撮影したＣＴ画像をフュージョンさせることで、手術用器具等の位置を確認しやす

くなる。 
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3）既存の医療機器の改良すべき点 

現在、欧米で認可されている高機能なコイルやステントを日本でも使用できるようにす

ることが重要である。欧米では現在日本で使用されているコイルやステントに改良が加え

られた製品が使用されている。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 血流の制御によってこぶを消失させる頭蓋内ステント 
血流の制御によってこぶを消失させる頭蓋内ステントの開発が期待される。流体力学を

応用した治療コンセプトである。脳動脈瘤は流速の早い場所に成長する。したがって、脳

動脈瘤周囲の血流によって動脈瘤の成長を制御できる。 

このような新しい治療デバイスができれば、治療のリスクを低下させられるし、患者の

適用範囲が広がり、ほとんどの脳動脈瘤が治せるようになる。現在の日本での脳動脈瘤の

治療方法は、開頭手術が８割、血管内治療が２割といわれている。しかしながら、どちら

の方法も適用できない患者もいる。現在、例えば、大きな動脈瘤（２～３ｃｍを超えるも

の）はコイル塞栓をしても圧迫症状がなくならない。こうした患者の場合は、脳血管内の

血流を変えて瘤内部への血液流入を止め、脳動脈瘤を縮小させる必要がある。 

脳動脈瘤の治療方法としては、機械的にふさぐ方法、そこに機能をもたせて創傷治癒を

進める方法、流れを変える方法という３つの方法が考えられる。現在日本で行われている

のは機械的にふさぐ方法のみである。 

将来的には脳動脈瘤の７～８割が血管内治療で治療できると考えている。 

② 脳動脈瘤の破裂リスクの評価シミュレーション装置 
画像処理により、脳動脈瘤の破裂リスクを評価できる装置が必要である。 

③ 脳血管内治療のナビゲーションシステム 
ＧＰＳのようなナビゲーションにより脳血管内治療を行うシステムが考えられる。たと

えば、仮想血管（患者の血管を仮想空間上に構築したもの）を用いて、患者の血管とカテ

ーテルとの位置関係をリアルタイムで確認できるシステムを構築することが考えられる。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 日本発で世界標準となるような脳領域の治療デバイスの実現に向けて 
脳領域の治療デバイスについては、日本発で世界標準となった製品は皆無である。治療

デバイスの実現を本気で考えるのなら大学への研究開発費の配分方法や、企業との協力の

仕方などを改めて考える必要があるのではないか。 

a） 研究者 
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医療機器の研究開発においては、ビジネスモデルを考えてデザインしなければならない。

たとえば、装置販売に加えて消耗品販売を期待できるような装置であることが望ましい。 

人材育成が課題である。日本には医療機器の研究から製品化までの全工程を経験し、成

功したことのある人材が少ない。成功体験のある人材が皆無だから適切な研究開発ができ

ない。ＦＤＡや薬事法の許認可のプロセスや求められる試験結果、製品販売ルートや継続

的な利益確保の手段まで考慮して医療機器をデザインできる人材がどれだけいるか。 

b） 国 
国の科学研究費も運用面の課題がある。たとえば、米国のＮＩＨの競争的資金でトップ

テンに入り億単位の研究費がつくような研究課題が、日本ではまったく評価されないよう

なことも起きている。研究課題を適切に審査できる人材を育成しなければならない。 

また、論文ではなく臨床応用をゴールとするような成果主義の導入も必要である。現在

は臨床応用できなくてもペナルティは生じない。 

日本の治験の審査にも課題がある。世界の標準的な試験方法を採用せず、国内の少数の

研究者だけしか行っていないような試験方法で試験を求めることがあるようだ。また、過

去に毒性試験が行われ毒性は問題ないと判断された材料が含まれていた場合に、改めて毒

性試験の結果の提出が求められることもあるようだ。 

c） 民間企業 
日本の民間企業の技術者には以前のように、世界に誇れる技術水準を取り戻してもらい

たい。現在はブランドイメージの関係で生産拠点として日本が選択されているが、現実的

には他のアジアの国で作成された製品も日本製と同程度の品質に感じられることもある。 

② 治療と診断の融合 
治療と診断とは、明確に区分せず一体として考えるべきである。従来は治療と診断の両

者を明確に区分して扱う考え方が一般的であったが、現在は治療しながらリアルタイムで

診断をするような形態が実現してきている。 
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（4）東京女子医科大学病院 心臓血管外科 講師 西田 博先生 

1）専門分野 

専門は心臓血管外科である。特に後天性心疾患、虚血性心疾患、補助循環を扱う。主な

疾患は狭心症心筋梗塞、心不全、その他の後天性心疾患である。実施頻度の高い手技は冠

動脈バイパス術（coronary artery bypass graft:ＣＡＢＧ）であり、当院での年間実施件

数は 50～100 件である。 

 

冠動脈バイパス術とは、冠状動脈の狭窄部位の末梢に新しい血管をバイパスとして吻合

する手技である。使用する（新しい）血管としては内胸動脈、右の胃大網動脈、橈骨動脈、

大伏在静脈などがある。吻合に用いる機器としては人工心肺装置の有無によって異なる。

人工心肺装置用いる場合の機器は人工心肺である。人工心肺装置を用いない（心臓が動い

たまま手術を行う）場合の機器としては、ポジショナー、スタビライザーなど心臓の吻合

部位が動かないようにするような機器を使う。 

日本人工臓器学会が実施した冠動脈バイパス術における人工心肺装置の統計調査によれ

ば、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術が４割、人工心肺装置を使用しなかった冠

動脈バイパス術は６割であった。人工心肺装置を使用した４割のうち、人工心肺を使って

心臓を止めたバイパス術（オンポンプビーティング）が１割、心臓を止めないバイパス術

（オンポンプアレスト）が３割であった。東京女子医科大学での施行比率はオフポンプが

６割程度、アレストが３割、ビーティングが１割であり、ほぼ全国平均と一致する。 

患者への侵襲が低いのは「オフポンプ」、「オンポンプビーティング」、「オンポンプアレ

スト」の順である。人工心肺装置を使わない場合でも、吻合の難易度が上がるという点以

外でリスクが大きくなるということはないが、吻合が難しいことから、血管がつながって

も流れない、詰まりやすいというリスクは有り得るだろう。ただし、施行は人工心肺装置

を使用しなくても吻合ができる術者が行うのが前提であるためリスクではない。 

術者の技術や周辺機器の性能は経験を積むことによって徐々に改善されている。しかし、

新しい手技が登場すれば、全ての術者が初心者ということになる。医療技術の改善のため

には経験を積むことは重要だが、どのように安全性を確保するか、患者に説明するかが問

題である。 

オンポンプビーティングによる冠動脈バイパス術の施行は６割まで順調に増えたが、そ

れ以後横ばいになった。理由は心機能が悪いケースが適用できないからだと考えられる。 

オフポンプによる冠動脈バイパス術が 10 割に達している施設（病院）では、術者の技術

や麻酔管理、機器の整備などをうまく使いこなしているから可能なのではないか。（また

「10 割」をうりにしているとも考えられる） 

人工臓器学会では、今年度の実施手技の症例調査を、人工心肺装置を使用したバイパス
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術を「心臓が動いていない（オンポンプビーティング）」「心臓が動いている（オンポンプ

アレスト）」の２項目に分けて実施数を集計する。調査の目的は、なぜ冠動脈バイパス術の

３～４割が未だにオンポンプで行われているかを考察することである。それによってオン

ポンプが患者の病状や心機能に必要とされているのかどうか、オフポンプの施行をさらに

増加させることが必要かどうかを明らかにできるのではないか。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① ポンプバイパス手術に使われる小物（手術周辺機器） 
この 10 年で診断成績の向上や患者ＱＯＬの向上におおいに貢献したと考えられる医療機

器としては、ポンプバイパス手術に使われる小物（手術周辺機器）がある。主な機器とし

ては、ポジショナー、スタビライナー、ブロアー、ナイシャントーなどがあげられる。 

これらの医療機器が開発（臨床）された当初は特定保健医療には認定されなかったため、

加算という形をとった。人工心肺を使わないバイパス手術用のデバイスは一括 30 万円(3 万

点)である。現在は、これらの機器へ保険が適用されるようになったが、逆に患者の支払額

は増えることになった。しかし、高額医療保険があるので自己負担は大きく変わっていな

いだろう。支払額が増えた理由は、今までは病院がシングルユースを再利用していた（病

院が持ち出ししていた）ためである。保険が適用になり再利用が止んだため出荷量が増え

た。 

② スタビライザー 
スタビライザーは心拍動を部分的に押さえて術野を安定させる機器である。冠動脈バイ

パス術では心臓が常に動いているため、１～２ｍｍの小血管を確実に吻合するのは非常に

困難である。そこで、心拍動下冠動脈バイパス術には冠動脈の吻合部だけを固定するスタ

ビライザー（吻合部固定器具）を用いる。 

吸引式のスタビライザーが開発されたことで、オフポンプの冠動脈バイパス術の施行数

が増えた。東京女子医科大学でもオフポンプによる冠動脈バイパス術は、スタビライザー

が開発される前は１～２割程度だったが現在は６割を占めている。 

③ ハートポジショナー 
コンセプトとしてはスタビライザーが大きくなったものである。 

心臓の先端部分に吸着させて打ち上げ、心臓の裏側を展開するなど、心臓の位置を自由

に変えられる器具である。 

④ ブロアー 
ブロアーとは手術中の出血から、手術中の無血視野を確保するための機器である。2000

年前後に、血液を吹き飛ばすブロアーが登場した。血液を吹き飛ばすブロアーは従来の吸

引型に比べ患者と機器との距離がとれるので手術の邪魔にならないこと、ある程度広い範



- 51 - 

囲の血液を吹き飛ばし、視野を確保できること、吹き飛ばした血液は吸引して体に戻すこ

とができるなどの利点がある。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

既存の医療機器の延長線上には特にインパクトのあるものはない。 

一般に言われているのは、バイパスの大動脈と静脈を自動的に縫合する機器のように、

末梢束を縫合する機器の開発である。現在、研究開発や治験がされてはいるが実用化には

至っていない。実現化には手縫いより平均的に質が高く、開胸手術を行わない手術（ロボ

ット手術など）が求められるだろう。しかし、内視鏡手術、ロボット手術などの現実化は

縫合の経験がない医師を生むなど、医療の劣化を招くという負の側面もあるのではないか。 

予防・診断・予後に関わる医療機器の改良すべき点としては、64 列マルチスライスＣＴ

の造影剤がある。マルチスライスＣＴも冠動脈造影も造影剤の注入が必要である。最近で

は腎臓が悪くて虚血系心疾患や、ＣＫＤ慢性心疾患が増えていることから、少量で同機能

の造影剤や、腎機能が悪い人にも負担が少ない造影剤の開発が期待される。 

マルチスライスＣＴは、診断・スクリーニングにかなりの貢献をした。冠動脈造影に比

べて、患者は寝ているだけでよく、入院する必要もないなど低侵襲医療機器のひとつであ

る。マルチスライスＣＴの登場で疾患の発見率は高くなっただろう。 

日本のバイパス手術は近年減少傾向にあり、マルチスライスＣＴでバイパスの症例が増

えたわけではないが、内科の施行はＰＣＩからＤＥＳへ移行するなど増加しただろう。ま

た、術後の確認造影がマルチスライスＣＴを使う施設もでてきた。しかし、マルチスライ

スＣＴが肝臓器造影に代わるとは考えられない。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

実用が望まれる新規の医療機器としては、テルモ、エバハートなどの補助人工心臓が注

目されているのではないか。人工心臓には全置換型人工心臓と補助人工心臓がある。全置

換型人工心臓は、自然心臓を切除し置換して埋め込まれ、左右の２つの血液ポンプにより

ポンプ機能を代行する。補助人工心臓は、自然心臓の近くに設置し、心臓ポンプ機能を代

行する。患者の約 90％は補助人工心臓で心臓機能を回復することができる。 

現在開発が進められている補助人工心臓は、体外設置型である。体外設置型の人工心臓

は、管が出ていること、ポータブルの機器を持ち歩く必要があることなどＱＯＬ改善の課

題を抱える。臓器移植と人工心臓のＱＯＬ差を縮めるために、人工心臓は完全埋め込み型

の開発が望まれている。一方で、臓器移植はドナーが見つからないという問題を抱える。 

人工心臓を使用している患者の死亡原因は血栓による虚血や梗塞が多い。周辺の血管か
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ら血栓が飛ぶ場合もあるため、接合部分や動管部分など、ポンプから血栓が飛ぶ症状を解

決するだけでは十分ではない。完全植え込み型人工心臓の実現化には、ポンプの性能、常

軌耐久性、抗血栓性の課題を解決しなければならない。 

また医療経済の観点から、政策等で人工心臓手術ができる施設基準を設け、施設を絞る

必要があるのではないか。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

企業間連携、産学連携を促進しないとグローバル競争で外国の技術機器に対抗していけ

ないだろう。また連携も、日本の企業間の連携なのか日本と海外の企業の連携なのか考え

ていく必要がある。 

日本の医療機器メーカーにはグローバル企業が少ない。多くが日本国内を市場とするロ

ーカル企業であり、海外市場ではアジア程度である。また、経済的にも環境的にもベンチ

ャーが育ちにくいという問題もある。 

臨床家と企業の共同開発は、大企業ほど人命に関わるような研究開発のリスクを避ける

傾向にあり難しい。そのため、臨床家が臨床応用しようとする際に苦労するのは、薬事法

上の問題だけではなく、メーカーの協力が得にくいという問題である。 

補助人工心臓の開発が進み、小型化・低価格化が可能になったことでメーカーが参入し

やすくなり、開発競争がおこっている。日本のメーカーは採算性の観点から非常に小さい

国内市場ではなく世界の市場を目指さなくてはならないが、日本には国としての戦略がな

い。また、日本での審査に時間がかかるため、開発した機器は良質にも関わらず海外にで

ることもできないままに、飲み込まれてしまうだろう。日本では小型で安価な無拍動流ポ

ンプ型が既に厚生労働省から認可され、現在治験中である。 
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6）表3.1-3 人工心臓開発の歴史 

1935 年 大西洋横断飛行で有名なリンドバーグが人工心臓の原型を開発。 

195７年 クロフ博士（米）、阿久津博士が世界で始めて全置換型人工心臓の動物実

験を行う。1.5 時間の生命維持に成功 

1958 年 クセロー博士（米）が「補助人工心臓」の実験を行う 

1962 年 米国で人工心臓が国家プロジェクトとして開始、ポンプを用いた左心室の

補助が行われる 

1963 年 DeBakey により Liotta が開発した補助人工心臓の臨床応用開始 

1967 年 南アフリカで世界初の心臓移植 

1969 年 Liotta と DeBakey の開発した完全置換型人工心臓を移植心臓が見つかるま

でのつなぎ（ブリッジ）として、Cooley が初めて人に使用。 

1978 年 能勢らの完全置換型連続流人工心臓でウシが 3 ヶ月生存。連続流の可能性

が真剣に議論されるようになった 

1980 年 三井記念病院で国内初の人工心臓（東大型・補助）の埋め込み 

1981 年 阿久津型の完全置換型人工心臓をCooleyの執刀でブリッジ使用として本格

臨床応用  

1982 年 デブリーズが完全置換型人工心臓で永久使用の臨床試験（5例） 

1988 年 米国で Implantable TAH（埋め込み型完全置換型人工心臓）開発プロジェク

ト開始 

1990 年 サンメディカル技術研究所、東京女子医科大学、早稲田大学理工学部、米

国ピッツバーグ大学が、東京女子医大山崎氏が考案した国産の植込み型左

室補助人工心臓「エバハート」の共同開発を始める 

1995 年 通産省の「体内埋込型人工心臓システム」PJ 開始 

2001 年 米国で埋め込み型完全置換人工心臓が世界ではじめて臨床使用 

2002 年 FDA が補助時人工心臓の永久使用を条件付きで承認 

2003 年 テルモハート社設立 

2004 年 テルモ、補助人工心臓の臨床試験をドイツでスタート 

2005 年 エバハート第１例目の植え込み手術実施 

2007 年 エバハート日本の治験全体で 13 症例の植込み手術を実施 

参考：テルモ（http://www.terumo.co.jp/duraheart/history/index.html） 

国立循環器病センター（http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/cvdinfo.htm） 

 



- 54 - 

（5）東京女子医科大学病院 心臓血管外科 黒澤 博身先生 

1）専門分野 

専門は心臓血管外科である。 

実施頻度の高い手技は心臓手術である。主に小児高難易度手術、成人の高難易度手術を

担当している。なかでも、大動脈外科医の到達目標である大動脈基部手術（大動脈左心室

の手術）を施行している。東京女子医科大学病院における年間実施件数は 100 例程度であ

る。 

大動脈基部手術には Ross 手術8（英）、David 手術9（加）Bentall 手術10（英）、Manouguian

手術11、Konno 手術12（日）の 5種類がある。これら 5種類全ての手術ができる外科医は日

本では黒澤先生以外に１人か２人程度、世界でも希少である。 

また、東京女子医科大学においては、高難易度手術を担当する一方で、大動脈基部手術

ができる医者を育てている。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 再生医療 

a） 静脈系の再生血管 
患者の腰の腸骨の骨髄液から採取した骨髄細胞を用いる再生血管治療は手術時間の短縮、

術後の抗血小板薬からの開放、再手術の必要性の減少等の観点で患者ＱＯＬを向上させた。 

骨髄細胞を用いた再生血管では培養の時間が短縮したため（血管内皮細胞の場合、培養

期間は３～６ヶ月）、手術は３時間程度で完了する。再生血管は体の成長にあわせて血管も

成長するため、小児の場合は特に、成長にあわせた繰り返しの再手術が必要なくなる。今

後、これまで人工血管を使用していた患者へ再手術をする際に、再生血管に入れ替えるこ

とで患者をワーファリンから開放できる。東京女子医科大学では既に 50 人の患者に臨床応

用している。 

再生血管におけるＱＯＬの目標は３点ある。まず幼稚園・小学校低学年で薬を一切飲ま

                             
8 自己肺動脈弁を用いて大動脈弁置換術を行う手術。特徴は、自己の肺動脈弁を摘出して行われ、大動脈
弁への置換術に加え、摘出した肺動脈弁位にも人工弁を植え込まなければならない。そちらには通常同

種弁（ホモグラフト）やステントレス生体弁が用いられる。  
9 大動脈弁温存基部置換手術。 
10 大動脈基部置換術。大動脈弁を人工弁で取り替えて、さらにそこから出ている上行大動脈も人工血管で
取り替える。 

11 ドイツの Manouguian によって考案された大動脈弁後方拡大法の代表的な手術方法。大動脈弁の無冠尖
から僧帽弁の前尖にかけて大動脈弁と僧帽弁の両弁輪を同時に切開、拡大する手術法。 

12 東京女子医科大学日本心臓血圧研究所元教授、今野草二先生が考案した方法。左心系と右心系を同時に
切開する手術法。 
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ずに、まわりの子どもと同じように遊べるかどうかという点である。次に中学校では部活

動に参加できるかという点である。しかし、心臓に負担がかる運動部や、文化部でも吹奏

楽は難しい。最後に、女性が将来、妊娠・出産できるかどうかという点である。 

b） 心筋再生 
心筋の再生医療の研究が進んでいる。東京女子医科大学では、細胞シートを重層化した、

生体分解性の支持体を用いない三次元的な組織を使った心筋の再生について研究を行って

いる。大阪大学では、心筋シートの研究が進められている。 

c） 人工肺 
人工肺には対外循環と補助循環がある。人工肺と人工心臓はセットで進歩してきた。人

工物の中に血液が流れるという人工心臓と同じ問題に取り組んできた。 

② 埋め込み型人工心臓（エバハート） 
エバハートは国産初の体内埋め込み型補助人工心臓である。従来の人工心臓と比較した

エバハートの特徴は（１）格段に小型でポンプ効率が高い、（２）作動音が非常に静かで、

発熱や振動も無い、（３）人工弁が不要で、血栓塞栓症・感染症が少ないと推定される、（４）

生体内で劣化しないチタン金属・ファインセラミックスで構成されるため長寿命である等

ある。従来の体外設置型の人工心臓は腹部の上に血液ポンプを取り付ける。血液ポンプを

体内に埋め込まないので、比較的体格の小さい日本人にも使うことができる。しかし、一

度取り付けられると退院は不可能で、１～３ヶ月毎のポンプ 交換を余儀無くされ、ＱＯ

Ｌ・医療経済的にも限界があった。エバハートは上記の特徴から、患者が人工心臓を体内

に埋め込んでいるという精神的負担を軽減することができる。平成 17 年から開始された臨

終治験では、エバハートを使用しながら就労できるようになった患者が 1人いる。 

 

 

③ 診断機器 
治療以外の医療機器としては、エコー、ＣＴ、ＭＲＩなどの診断機器がＩＴの進歩に伴

って進歩した。核医学を駆使するカテーテル指数も進歩した。（シーメンス、日立、東芝）

進歩の背景にはＣＰＵの進歩やメモリーの増量がある。 

（参考）メディケーションフリー 

メディケーションとは、入院治療や外来通院、検査、薬の服用などの医療（治療）行

為を意味する。メディケーションフリーとはこれらの治療から患者を解放することであ

る。つまり、患者を医療から解放することである。 

低侵襲医療機器は傷が小さいということだけではなく、人生そのものに対して低侵襲

であるべきである。低侵襲医療機器は、医療から患者を解放するメディケーションフリ

ーの方向に発展していくことが期待される。 
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画像診断には、機能診断・形態診断がある。３DCT は形態診断である。エコーは機能・形

態の両方が可能である。カテーテル診断では、エコーと３DCT で形態診断ができる。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

既存の医療機器の改良すべき点については、人生のＱＯＬを制限しているすべての医療

機器がより精度を上げ、メディケーションフリーを達成するための改良が望まれる。 

① 人工心臓 
エバハートでは既に大きな進歩が見られるが、人工心臓（特に体外設置型）の人工弁の

機械音、金属音を患者はストレスに感じている。心臓病の治療の最終目標とは、いい心機

能と、医療から患者を解放するメディケーションフリーである。これがＱＯＬのキーワー

ドであり、このふたつが達成できればＱＯＬは向上する。エバハートの今後 10～20 年の目

標は再生医療とハイブリッド型の戦略をたてることによって、よりメディケーションフリ

ーを高めることである。 

② 治療以外の医療機器 
エコー、ＣＴ、ＭＲＩなど診断機器の性能が改良され、診断精度が上がった。ＣＴの画

像処理能力が高まり、短時間でＰＣの画面上に３Ｄの、臓器ごとに色分けされた診断映像

が表示される。しかし、これ以上の時間短縮はマンパワーの限界がある。 

今後の診断機器の進展としては、ロボットが医療現場に入って診断効果を高めるような

働きをしてくれるようになれるのではないか。 

③ 心筋シート 
大阪大学で開発された心筋シートは、恒常性が課題である。実用化には長期の成績が必

要だが、成績がでるまでに３年かかれば、その間他の心筋シートによる治療を待つ患者に

適用できない。そのため、成績を得る検証の方法も改良する必要があるだろう。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 人工弁（再生医療） 
実現が望まれる新規の医療機器としては患者自身の細胞でできた人工弁（再生医療：最

も圧力のかかる大動脈弁、双方弁）があげられる。身体ではなく、人生そのものを医療の

対象とすれば、再生医療とは最高の低侵襲医療だといえる。 

日本ではホモグラフトが使用できないため、以前行われた Ross 手術には牛や豚の心膜の

中にゴアテックス13の弁をつけたものが使用された。しかし今後、再生医療の進歩によって

                             
13 微細な孔を持つ多孔質構造であり、周辺組織の浸潤を許さず心臓とその他の臓器との癒着を防ぎ、再手
術の時も安全に手術をおこなうことができる。 
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肺動脈弁で使える弁が開発されればホモグラフトは必要なくなるだろう。さらに、大動脈

弁に使える弁ができれば Ross 手術も必要なくなる。 

 

 

② 生体吸収型ステント 
ステントは近年大きく進歩した医療機器のひとつであるが、形状を正常に維持し、かつ

血管内に吸収されるステントの開発が望まれている。 

③ 人工心臓 
完全埋め込み型人工心臓実現の課題は、埋め込まれた機器に外部からエネルギーを長期

間安定した供給方法の開発である。原子力を用いる案は、体内に埋め込めるような小型原

子炉の開発の問題がある。 

④ 再生血管の実用、細血管の実現 
東京女子医科大学では 12、13 ミリの血管(大血管)を開発している。しかし、強度と血栓

形成のパラドックスという課題を抱えている。さらに細い再生血管の開発が望まれる。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

日本における低侵襲医療機器の進化のために、国、大学、企業、医療現場、患者がそれ

ぞれ、作る側、使う側、使われる側としての自己責任を意識する必要があるだろう。全て

の医療従事者がＱＯＬの向上という明確な意識をもって医療機器の開発に取り組むことが

重要である。 

また、医療機器の進歩を後押しするためには、機器を作ることが患者に貢献していると

いうことを技術者が実感できるような体制作りが必要だろう。医療機器の性能を生かすた

めにはソフト（技手の技術）とハード（医療機器）のコンビネーションが重要であるとい

う観点から、今後は機械の性能だけに焦点をあてた開発から、機器がどのように医療現場

（参考）自然組織外科 

自然組織外科とは医療機器の対極に位置する。 

体にとって最も優しい（低侵襲）のは自然であり、患者にとって最も優しい医療とは

自己細胞と考えるのが自然組織外科である。 

自然組織外科の概念による低侵襲医療とは順に１）自己組織（再生医療）、２）同種

組織（移植）、３）異種組織（動物）、４）人工組織(機械)である。 

同種組織は移植や輸血が含まれる。異種組織には人工脈や牛の組織を、ステントには

豚の組織を使う。厳密に言えば、全て人為的なので人工臓器ともいえるが、区別は広義

の人工臓器なのか、完全に機械なのかという点である。つまりここでのキーワードは材

質である。 
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で使われるかに焦点をあてた開発へ移行していかなければならない。そのような体制を作

るために患者と直に接する医療現場の人間と政治が動かなければならない。 

現在の日本の医療機器開発の問題点は、企業が命に関わる機器の開発に躊躇し、協力が

得るのが難しいことである。 

 

6）その他 

① 医療機器の改良が必要とされる背景 
医療機器の改良が必要とされる背景は、まだ医療機器が患者のＱＯＬ向上に役立つ範

囲・可能性が残っているからである。現状の問題点を理解するために、医療従事者が自ら

の立場を客観的にみる、世代を超えて研究を継続する体制をつくるという視点をもつこと

が重要だと思われる。 

埋め込みがたの医療機器は「患者の人生をよくする」という意味で、患者ＱＯＬ向上に

大きな貢献が期待される低侵襲医療である。 

② 心臓外科医に求められる技能 
日本の若い心臓外科医に求められるスタンダードな技能としては、大動脈基部手術の

Bentall 手術の修得がある。技能習得に必要なのは、勉強などの十分な準備と、最後は踏み

切る勇気（過剰な自信ではなく)である。日本の外科医が育たないのは未経験の手技、難し

い手技に挑戦する勇気がないことが原因だと考える。 

③ 患者ＱＯＬの向上のために今後導入が期待される技能 
ＱＯＬの対象は身体ではなく患者の人生である。ＱＯＬを向上させる低侵襲医療は、大

動脈基部手術の場合、薬から患者を解放する医療のことだろう。人工血管を用いる Bentall

手術、Konno 手術などの大動脈基部手術は、生涯血栓を予防するワーファリンを飲み続けな

ければならない。一方で、Ross 手術は患者自身の肺動脈弁を切り抜いて悪い大動脈弁に移

植するため、ワーファリンを飲む必要がない。Ross 手術が可能になれば患者ＱＯＬは大き

く向上するだろう。 

Ross 手術とは 1963 年にイギリス人心臓外科医 Donald Ross によって初めて患者へ臨床が

行われた手技である。1967 年に Ross 手術は学会で発表されるが、高難易度手術のため以後

20 年間挑戦しようとする医者はいなかった。1980 年代に入り、アメリカで Ross 手術が復

活する。背景には、Bentall 手術と大動脈基部手術の普及があった。Ross 手術が注目を浴

びるきっかけとなったのは、学会で発表された 20 年前の Ross 手術の成績である。Ross に

よって施行された手術の成績は、患者の 83～84%が再手術を受けていないというものだった。 

日本へは 1990 年代に Ross 手術の情報が伝わる。1995 年第 25 回日本心臓血管外科学会学

術総会でエルキンスがこの手技を日本に紹介した。 
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表3.1-4 Ross 手術の歴史 

1963 年 イギリス人心臓外科医 Donald Ross が施行する。 

1967 年 Donald Ross が学会で発表する。（以後 20 年間誰も執行しなかった） 

1980 年代 

アメリカで Ross 手術が復活する。背景には Bentall 手術・大動脈基部手術

の普及、Ross が 20 年前に施行した手術の成績が注目される。83～84%の患

者が再手術を受けていなかった。 

1990 年代 Ross 手術の情報が日本へ伝わる。 

1995 年 第 25 回心臓血管外科学会学術総会にて Ross 手術が発表される。 
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（6）東京女子医科大学病院 循環器内科 准教授 庄田 守男先生 

1）専門分野 

以前は不整脈治療が中心であったが、最近は心不全治療でのペースメーカを使用した治

療を行うなど、心不全治療が主な専門分野となっている。特に、カテーテルアブレーショ

ンやページング治療など侵襲性の高いものを専門としている。 

実施頻度の高い手技は、カテーテルアブレーションとペースメーカの植込み術、置換術

である。 

 

手技 年間実施例数 実施例数（累計） 

カテーテルアブレーション 250～300 例 約 4,000 例

ペースメーカ 

（ＩＣＤ注１、ＣＲＴ注２の合計） 
約 350 例 約 3,000 例

注１：除細動器 

注２：両心室ペーシング。ＣＲＴＰ（ペースメーカ）とＣＲＴＤ（ＩＣＤ機能付き）の２種類がある。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① ペースメーカ 
心臓の中のセンサにより不整脈や心不全の分析を正確に行えるようになった。さらには

当初のペースメーカは除脈のみの治療が可能であったが、現在はきめ細かい治療が可能と

なっている。現在は心臓のコンディションを最善に保つためのペーシングが目標となって

おり、より生理的に刺激する技術が求められている、例えば、従来のＩＣＤは致死的な不

整脈を検知し、治療を行っていたが、新しいＩＣＤは軽度の頻脈を検知し治療する。この

新しいＩＣＤは来年の３月に発売される。保険適用あり。東京女子医科大学ではすでに試

験的に８名の患者に適用している。このＩＣＤでは、不整脈の種類によって検出・治療の

プロトコルがまったく異なる。心不全に対する両心室ペーシングも可能である。また、心

不全の状態を感知しているため、具合が悪くなると病院へ行くようブザーで知らせる。こ

の新しいＩＣＤは無線ＬＡＮのプラットフォームで動かすことが可能である。このＩＣＤ

は臨床治験を全世界で行い、世界同時発売される。日本が世界的な流れに乗り遅れなかっ

たのは初めてであり、これは日本初の取り組みである。臨床治験を行うにあたっては、米

国ＦＤＡのルールに基づいて行った（ＩＤＥトライアル）。全世界で 250 症例、日本では東

京女子医科大学で８症例、国立循環器病センターで５症例、筑波大学で７症例の臨床治験

を行った。植え込み期間は６週間、フォローアップ期間は３ヶ月であった。日本のルール

では植え込み期間が２年、フォローアップ期間が１年、申請に２年はかかっていた。これ

まで日本では米国でＦＤＡ承認されてから４年遅れて薬事承認されるケースが一般的であ

ったが、最近では厚生労働省の対応が改善されてきている。また、メドトロニックが 100
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人体制のチームを作り、非常に努力した。 

今後はＩＤＥトライアルが主流になる。現在も２件のトライアルが動いている。 

来年１月～３月にかけて最先端のペースメーカが発売され、世界の最先端技術に完全に

追いつくことになる。 

② カテーテルアブレーション 
この 20 年で最も進歩した。カテーテルアブレーションの進歩により、頻脈性不整脈の治

療法が完全に変わった。20 年前の心臓血管領域の治療は薬剤による治療が主流であった。

患者への負担も大きかったが、カテーテルを用いた治療により通院回数が 1～2回に減った。 

現在のカテーテルアブレーションは、すべての頻脈性心不全を対象にしている。ただし、

カテーテル治療を行っても治癒しにくいものがいくつかある。心房細動については条件を

満たした患者のみカテーテル治療が可能である。カテーテル治療を施せない場合はＩＣＤ

で対応する。若年性の心房細動については基礎疾患のない患者の治癒率は 80％以上である。

高齢者や基礎疾患のある患者、慢性疾患のある患者への適用が広がっているが、完治は難

しい。高齢者への治療はアンチエイジング治療となっている。5～10 年の延命にはつながる。

ただし、病気は治せるが、老化を食い止めることはできない。病気と老化とを分けて考え

る必要がある。心室頻拍については、基礎疾患（心筋梗塞など）のない患者の治癒率は約

95％、基礎疾患のある患者は約 70％である。再発防止措置としてＩＣＤが必要となる。 

カテーテルアブレーションについては、東京女子医科大学において年間 4,000 症例の実

績がある。多くの患者が 1～2 回の通院で治癒する。 

③ カテーテルのナビゲーション 
カテーテル治療では、レントゲンの透視画像を見ながらカテーテルを心臓の中まで動か

していく。患者の身体や心臓は立体的だが、レントゲンの画像は二次元であるためカテー

テルを動かすことが非常に難しい。最近ではカテーテルが心臓の中を動く様子をリアルタ

イムで立体化できるようになった。具体的にはカテーテルの先端に電磁波や電波、超音波

などのセンサを付けることによりカテーテルの位置を把握できる。さらに３次元ＣＴやＭ

ＲＩの画像と重ね合わせることにより、よりリアルな立体画像となる。この技術は海外で

は約 5 年前から使われているが、日本には来年 1 月に 1 号機が東京女子医科大学に導入さ

れる。 

庄田先生は Biosense Ltd.,（現：Biosense Webster Israel）との連携によりカテーテル

治療のための CARTO EP Navigation System（カルトシステム）を開発に協力した。1993 年

から開発を始め、世界的には 1996～1997 年に動き始めた。日本では 1997 年に使用可能と

なった。カルトシステムの開発により、ＣＴ画像とバインドできるようになるため、カテ

ーテル挿入中のレントゲン撮影の必要性がなくなり被爆量が減る。 
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3）既存の医療機器の改良すべき点 

既存の医療機器については、改良してほしい事項をすぐにメーカに伝えるようにしてい

る。現在のところ、思い当たらない。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① カテーテル誘導システム 
カテーテルの先端に磁場センサを付け、強い磁場を作ることでカテーテルの先端を動か

すシステムを研究している。磁場を作ることにより３軸方向の位置が分かる。 

今後は医師がカテーテルを手で動かずに、コンピュータがカテーテルの先端を磁場で動

かすようにしていく。手術ロボット「Da Vinci」は、医師の手の動きに合わせてマニピュ

レータが動く仕組みとなっているが、いわば「操り人形」である。研究中のカテーテル誘

導システムはコンピュータが動かす、完全なオートマティック・アブレーションシステム

である。カテーテルを挿入するのは医師だが、その後は医師がＣＴ画像を見ながら必要に

応じてコンピュータをクリックだけで良い。脳血管領域やがんの治療においても開発が進

んでいる。自動での治療が可能となると侵襲性が低くなる。そのためのシステムはすでに

あるが、薬事審査に時間がかかっているため、まだ臨床現場で使えていない。来年４月～

５月には使えるようになる。 

カテーテル治療では情報をインテグレートしてきた。 

② バイオペースメーカ 
再生医療を応用した心臓の治療が注目されている。（１）患者の細胞から「ペースメーカ」

機能を有する細胞を発生させ、治療に用いる、（２）患者の心臓細胞の一部を「ペースメー

カ」機能を有する細胞に変異させる（遺伝子治療）など様々な技術がある。ただし、まだ

完成していない。 

③ 遠隔治療 
患者は病気に罹ったとき、名医を探す。ハイテク機器が普及すれば名医を探す必要がな

い。リモートコントロールによる遠隔治療が重要となる。昨年春に米国で開催された学会

ではイタリアの医師が米国の患者を遠隔治療する様子をライブデモンストレーションした。 

診断分野ではすでに遠隔治療が実現しているが、治療分野は今後期待される分野である。

ただし、外科的治療の遠隔治療はそのリスクの高さから実現が難しい。 

 

5）その他 

① ペースメーカの開発動向 
ペースメーカには、「機器の高度化」と「再生医療の応用」の２つの流れがある。 
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従来、ペースメーカ利用者は定期的に動作確認のために来院する必要があった。来年度

から患者宅でのペースメーカ外来（遠隔クリニック）を実施する。 

メドトロニック（ペースメーカの最大手）は「CARE LINK」というシステムを開発し、現

在、全米では数十万人が利用している。電話回線を通じて、患者の不整脈発生状況などの

情報をサーバーに送信する。サーバーへのアクセス権限を持つのは、医師及びコーディネ

ーターである。このシステムを利用することにより、現在のペースメーカ外来で実施され

ている検査の一部を自宅で実施できるようになるため、来院の必要がなくなる。 

近年、ペーシングデバイス（ＩＣＤ、ＣＲＴなど）の需要が増えており、Pacemaker Clinic 

Crisis が起きている。ＩＣＤの需要が高まった要因として、適用患者の増加がある。従来

は２回目の発作の予防を目的としていたが、最近はハイリスク症例における１次予防を目

的とした使用が増えている。その結果、ＩＣＤの適用患者が数十倍にも膨れ上がった。ま

た、埋め込み型は医療費削減効果があることが実証されており、ＩＣＤはコストベネフィ

ットが高い。欧米では埋め込み型の症例件数が増加している。例えば、米国では 100 万人

中、約 300 人がＩＣＤを埋め込んでおり、その数は先進国の中でも非常に多い。欧州での

症例件数は米国よりも少ないが日本よりは多い。日本は 100 万人中約 20 人と非常に少ない。

日本での症例件数が少ない理由として、異物を体内に入れることへの抵抗が強いことがあ

げられる。ただし、今後普及することは間違いないため、Pacemaker Clinic Crisis がいず

れ生じる。 

医療分野では救急患者のたらい回しや、医師数減少に伴う労働力の確保、医師の過酷な

労働環境など、様々な課題がある。そうしたなか、「医療の省力化」が重要な課題のひとつ

となっている。限られた人的資源を有効に利用し、リスク管理を行う必要がある。そのた

め、遠隔クリニックへの期待が高まっており、厚生労働省もそうした流れに理解を示して

いる。今後の遠隔クリニックでは単なるモニタリングだけでなく、プログラミングの変更

などの治療も実施していきたい。その際、通信回線ではなく、人工衛星を使ってプログラ

ムをコントロールする。実際に、ドイツの Biotronic 社が人工衛星を利用したペーシング

デバイスを開発している。 

最近のペースメーカには、無線ＬＡＮ機能が搭載されており、日本の無線ＬＡＮ規格「Ｗ

ｉＦｉ」を用いてプログラムをコントロールする仕組みとなっている。この技術について

は、経済産業省を通じて、すでに実施できる環境が整っている。この技術のメリットは患

者が診察室に入るだけでコントロールできるため、ペーシングコントロール用の機械を患

者の胸部に当てる必要がない。無線ＬＡＮの端末があれば自宅でも自動的にプログラムを

書き換えることが可能である。メドトロニックがすでに無線ＬＡＮ機能を搭載したペース

メーカを開発しているが、コマーシャルベースには載せていない。その理由として、無線

ＬＡＮ機能を搭載した次世代型のペースメーカを埋め込んでいる患者数が少ないことがあ
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げられる。現在、普及しているペースメーカは電話回線に対応している。今後は、ワイヤ

レスによるペースメーカが普及し、患者が自宅で生活している限りすべての患者情報を取

り込めるようになる。人口衛生を利用した場合は、患者がどこにいても人工衛星によって

検知でき、患者のＩＤ情報とともに情報を収集できる。 

国内に導入する場合、まずはメドトロニック社の製品が普及し、その後 Biotronic 社の

製品が普及する。すでに Biotronic 社の製品についても薬事申請中であり、来年あるいは

再来年には導入されると思われる。メドトロニック社の「CARE LINK」の臨床応用にあたっ

ては、日本で 250 症例のパイロットスタディが行われる予定である。東京女子医科大学で

の実施はすでに決定しているが、その他の機関についてはこれから決める。保険適用につ

いては未決であるが、医療費削減効果が実証されていることから厚生労働省が非常に好意

的であるため保険適用となるのはほぼ確実である。 

メドトロニック社の「CARE LINK」の普及により、医師と患者との間のコミュニケーショ

ン面でのバリアがなくなる。医療従事者側の課題としては、常に患者情報が得られるため、

情報過多になることが懸念される。その結果、医師は今以上に時間的に拘束されるように

なるなど、異常の見落としにより患者に何らかの影響を与えた場合、訴訟問題に発展する

ことも考えられる。医者だけではきめ細かいケアを行うことは難しいため、専用のコーデ

ィネータを配置する予定である。 

従来のペースメーカは外部から情報を入力するタイプであったが、次世代型のペースメ

ーカはペースメーカの内部に組み込まれた機能により患者のペーシングの状態を適宜検知

し、自動的にプログラムの変更ができる。また、自動的に検査し、患者の心筋にどの程度

のエネルギーを送ればよいかも自動的に判断する。つまり、医師によって外部からプログ

ラムをコントロールする必要がなく、ペースメーカが自動的に患者の心臓をコントロール

する。さらに従来のペースメーカに比べ、ペースメーカによるモニタリング可能な情報が

多様になっており、不整脈だけでなく、心不全の兆候もモニタリングし発作の予防に役立

っている。他の埋め込み型機器についても進歩しており、腎不全や糖尿病、肝不全のモニ

タリングが可能となっている。また、てんかんの発作予防や膀胱を刺激することにより膀

胱機能不全の治療なども行える。今後は、総合的な機能を持つ「リモートモニタ」、「リモ

ートコントロール」が発展する。ペースメーカの動作確認についてもリモートクリニック

で実施する。 

② 電磁波がペースメーカに与える影響 
電磁波の問題は概ね解決している。フィルタ付きの新しいペースメーカを使用していれ

ばほぼ問題ない。ただし、感電には注意が必要である。例えば、リハビリテーションの際

に電気刺激を行う場合などがある。ペースメーカ患者にとってこうした治療は禁忌とされ

ている。整形外科領域に限定された問題であるため、医療スタッフが注意すれば危険は回
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避できる。 

a） 携帯電話 
携帯電話の電磁波については、古い機種のペースメーカの場合、携帯電話が胸部に密着

しているとプログラムがリセットされる。そのため 22 センチまでの限度が設けられている。

フィルター付きの機種では 22 センチ未満でも起こらない。 

b） 万引き防止装置 
万引き防止装置については、立ち止まらずに通り抜ければ問題ない。一瞬の電磁波では

ペースメーカは故障しない。ゲートを通過する際には、進行方向に向かってまっすぐ通過

すれば問題ない。横向きに通過するとペースメーカに影響がある。 

一方、ゲートの裏を通過する際には、ゲートから発生している電磁波の向きの問題から

横向きに通過した方が良い。 

c） ＩＨ調理機器 
コンロからの電磁波についてはその発生源が明白であるため、患者が気をつけていれば

問題ない。より深刻な問題が追い炊き機能付きポットである。ポットは茶の間のテーブル

などに置かれ、湯の温度の低下を検知すると突如、追い炊きを行う。追い炊き機能が作動

すると電磁波が発生する。 

d） ＣＴ 
ＣＴの放射線がペースメーカに影響を与えることがある。ＩＣＤはペースメーカよりも

さらに感度が高いため、ＣＴの放射線の影響を受け誤作動しやすい。ＩＣＤを埋め込んだ

患者がＣＴを撮る際には頻拍を検知する機能を停止させる必要がある。 

最近ではＣＴ環境下でも問題なく稼動できるよう改良が重ねられており、実現化の目処

は立っている。 

e） ＭＲＩ 
ＭＲＩは磁場を発生させる装置であるため、ペースメーカが発熱しデバイスが壊れると

いう問題がある。現在、ペースメーカ使用者のＭＲＩ撮影は禁忌とされているが、ＭＲＩ

撮影が可能なペースメーカの研究開発が進められており、数年以内に実現すると思われる。 

③ 医療従事者の育成 
従来、医師が自らの権限を守るため、看護師などに権限委譲を行ってこなかった。しか

し、今後はコーディネーターや療法士、看護師などの活躍が求められる。 

④ メーカーへの要望 
循環器領域の医療機器メーカーが日本にはほぼない。また、製薬会社に比べ、薬事審査

のためのペーパーワークに長けていない。その理由として、営業に人員を割きすぎている。

今後は薬事業務のできる人材を確保すべきである。 

日本国内で医療機器を開発してもらいたい。臨床側にとってもよりきめ細かな対応がで
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きる。日本企業が医療機器開発に消極的な理由はＰＬ法が関わっている。テルモは以前、 

世界的に最も優れた人工血管を製造していたがＰＬ法の施行により製造を中止した。体

内に残るものは製造しない方針をとっている。テルモはペースメーカの開発にも取り組ん

でいたようだが、現在の動向は不明。現在、テルモは、ガイドワイヤー技術で高い評価を

受けている。海外の臨床家からの評価も高い。 

⑤ 行政への要望 
わが国では、医療機器の薬事承認に関わる体制整備が必要である。米国ＦＤＡには約 500

名の医師がいるが、日本の医薬品医療機器総合機能には約 20 名の医師しかいない。 
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（7）東京大学医学部附属病院 心臓外科 小野 稔先生 

1）専門分野 

専門分野は心臓外科、特に成人心疾患である。具体的には虚血性心疾患、弁膜症、心不

全をきたす疾患（心筋症など）を扱っている。成人心疾患チームの年間手術数は、それぞ

れ約 80 人、約 70 人、約 20 人である（2007 年のデータ）。 

実施頻度の高い手技は、虚血性心疾患では冠動脈のバイパス手術が主であり、その他に

は虚血性僧帽弁閉鎖不全症、心室瘤の治療を行っている。弁膜症については弁置換及び弁

形成術、心不全については心臓移植、人工心臓の植込み及び離脱を行っている。心臓移植

は昨年２件実施した（日本全体で 10 件）。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 補助人工心臓 

a） 日本の動向 
人工心臓は世界的に見ると非常に進歩した。ただし、日本は世界の流れから取り残さ

れている。現在、日本で使用されている人工心臓は 1980 年代前半から本格的に臨床応用

が始まった体外設置式補助人工心臓（血液ポンプを体外に設置するタイプ）である。日

本でも、1990 年代後半に欧米で使用されている埋め込み型補助人工心臓の治験が行われ

たが、適用条件が厳しかったため、欧米の医療機器メーカが日本市場から撤退してしま

った。その結果、日本では依然として体外設置式補助人工心臓が使用されている。 

第２、第３世代の埋め込み型補助人工心臓は日本でも開発されており、良い成績を残

している。第２世代（「エバハート14」）については日本での臨床治験が始まっており、国

内での使用が可能である。第３世代（「デュラハート（DuraHaert）」15）については今年

から日本での臨床治験が始まり、結果が出るのは約２年後である。これらは海外製品に

比べ、性能が非常に良い。特にデュラハートは従来の埋め込み型補助人工心臓に比べ、

良い成績を出すと予想される。日本で使用されたシステムのなかではエバハートが良い。

ただし、治験中なので正確なことは言えない。また、デュラハートについては日本での

治験が始まっていないので、両者を比較することはできない。現段階ではデュラハート

の方がエバハートよりも良い成績を出すかもしれないという推測でしかない。 

                             
14 「エバハート」は、東京女子医科大学心臓血管外科 講師 山崎健二先生、米国ピッツバーグ大学、三
メディカル研究所（長野県諏訪市）、早稲田大学による共同開発。2005年５月に日本での臨床治験が開
始した。 
（http://www.waseda.jp/scoe/interview02.pdf、http://www.twmu.ac.jp/U/WhatsNews/20060209/index.html） 

15 テルモが 1991年に「デュラハート（DuraHaert）」の開発を開始した。2004年、ドイツでの臨床試験を
始めた。（http://www.terumo.co.jp/duraheart/index.html） 
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b） 欧米の動向 
欧米では、10 年前から埋め込み型補助人工心臓（第１世代。血液ポンプを体内に収納

するタイプ）が使用されていた。この補助人工心臓は欧米人の体格に合わせて作られて

いるため、大部分の日本人には大き過ぎた。また、補助人工心臓は 24 時間 365 日動き続

ける必要があるが、当時の補助人工心臓では高い信頼性を持って循環を補助することが

困難であった。その理由として、（１）機械的な故障が多く、（２）血液がシステムのな

かで凝固し、脳梗塞の原因にもなる血栓症を引き起こす、（３）感染症を引き起こしやす

いことがあげられる。こうした理由から、埋め込み後の予後も芳しくなかった。ただし、

日本で使用されている体外設置式補助人工心臓よりは優れていた。 

第１世代の埋め込み型補助人工心臓の課題を踏まえ、（１）故障しにくく、（２）血栓

症を引き起こしにくく、（３）小型化されたシステムの開発が期待されるようになった。

システムの小型化により、埋め込み型補助人工心臓の適用対象者が拡大するだけなく、

体内に埋め込む異物の面積が小さくなることから感染症にかかるリスクも減る。 

第２、第３世代の埋め込み型補助人工心臓は、1990 年代後半から次々と研究開発及び

臨床応用が行われてきた。第１世代と第２、第３世代の違いは、前者が拍動型であり、

後者が非拍動型であることだ。非拍動型はシステムが小型化された上（第１世代の体積

は 1.2kg、600cc。第２．第３世代はその数分の１）、シンプルであるため、故障が少ない。

また、小型化により適用対象者が拡大し、感染症も減った。 

第２、第３世代の埋め込み型補助人工心臓は、現在、約 10 種類が市場に出ている。そ

の一部は臨床応用の段階だが、その他は一般に使用されている。第２、第３世代の埋め

込み型補助人工心臓は、同じコンセプトに基づき開発されているが、わずかな形状の違

いにより血栓症を引き起こすリスクが異なる。現在、血栓症を引き起こしにくいポンプ

の種類が分かりつつあるため、欧米では血栓のできにくい装置の臨床治験が行われてい

る。また、既に一般に出ているものもある。 

第２世代と第３世代の違いは、プロペラの軸受の形式である。第２世代は軸受にベア

リングを使用してプロペラを支えるが、第３世代ではベアリングを使わずに磁石の反発

力を利用してプロペラを浮かせる。ベアリングがあることにより、摩擦で熱が生じる。

熱が生じると血液成分を活性化し、血栓が形成されやすくなる。また、血液も壊れやす

くなる。摩擦により部品が消耗するため、装置に寿命が生まれる。摩擦による部品の磨

耗がなければ寿命は長くなる。 

欧米では第３世代の埋め込み型補助人工心臓の臨床治験が終了し、良い成績を修めた

ため、認可が下りた。欧州では、第２世代が 1999 年～2000 年頃から、第３世代が 2006

年～2007 年頃から使用されている。欧州では米国に先行して臨床治験が行われる傾向に

ある。米国 FDA は近年、臨床治験を厳しくしているため、欧州での臨床治験の後に取り

組むことが多い。その後、日本が臨床治験を行うというのが現在の流れである。 
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米国では、「ハートメイト２」が（１）小型であること、（２）埋め込みが容易である

ことから市場でのシェアを伸ばしている。 

② スタビライザ 
日本では人工心肺を用いない冠動脈バイパス手術（off-pumpcoronary artery 

bypassgrafting：OPCAB、通称：オフポンプ冠動脈バイパス術）が主流である。バイパス手

術に使用するスタビライザは進歩した。10 年前のバイパス手術では心臓を押さえ込み、一

時的に動きを停止させていたが、現在はスタビライザにより心臓の表面を吸着して固定、

その部分だけを動かないようにすることができる（1999 年～2000 年頃から可能となった）。

また、スタビライザのアーム部分のフレキシビリティが大幅に改善されたことにより、ア

ームの形を自由に変えられるようになった。 

③ 自動血管吻合器 
自動血管吻合器の性能が徐々に向上している（自動吻合の質の向上など）。米国のベンチ

ャー企業が昨年、非常に優れた自動血管吻合器を発売した。冠動脈は内径 1.5～２mm の細

口径の血管である。このような血管を対象とした自動吻合器は約 10 年前からあったが、一

般に広く安心感を持って使用できるものではなかった。臨床応用されたものも多くあった

が、市場から消えてしまった。バイパス手術では血液の流れを保つことが重要となるが、

自動吻合器を使用した場合、術者の手による吻合に比べ、血液が詰まってしまうことが多

かった。つまり、自動で作った吻合の質が悪かった。しかしながら、最近は自動で作った

吻合の質は向上しつつある。現在、米国では IDE 試験（Institutional device exemption：

施設限定使用）を行っており、限定販売の状況にある（米国では臨床治験の段階でも販売

可能）。データ収集の結果、自動血管吻合器による吻合の質が、平均的な外科医によるもの

よりも高ければ、非常に早いスピードで普及すると思われる。同ベンチャー企業の自動血

管吻合器は、2007 年 11 月の米国心臓病学会（AHA）で発表された。コンセプトが良くでき

ており、平均的な外科医による縫合の質に比べ、良い成績を得ることが期待されている。 

日本では、外科医による縫合の方が信頼性が高く、自動血管吻合器の使用例は少ない。 

④ 人工弁 
弁膜症では人工弁が進歩した。人工弁はリングの内側に葉（よう：leaflet）を付けた構

造となっている。小さい口径の人工弁では心臓に負担をかけるため、可能な限り大きな人

工弁を使用したいが、埋め込めるサイズには限界がある。したがって、同じリングのサイ

ズであっても、血液の通る口（弁口面積）が大きいものが良い。大口径のものは、10 年前

と比較して 1.6～1.7 倍になった。 

近年の人工弁は血栓症のリスクを軽減し、抗血栓性にも優れたものとなっている。特に

抗血栓性に関する研究は進んでおり、抗血栓性の向上のポイントをいくつか押さえている。

原材料の素材は変わらない。リーフレットの軸をピポット（血栓ができやすい箇所）には
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めているが、このピポット部分の構造の改良が進められている。 

日本での使用は実現していないが、カテーテルによる弁置換が今後、５～10 年で実現化

すると思われる。これは、人工弁をステントのように折りたたみ、カテーテルを使用して

人工弁を患部に挿入する手技である。現在、欧米では臨床治験を行っている。 

⑤ 心エコー 
心エコーが進歩した。具体的には（１）画像の解像度の向上。３次元エコーの登場、（２）

血流動態の評価が可能となったこと、（３）ドプラー機能の飛躍的な向上があげられる。ま

た、血流動態の他にも心筋の動きも観察できる。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 補助人工心臓 
補助人工心臓には、（１）小型化、（２）動作の安定性（故障しない）、（３）抗血栓性

の向上が求められる。これらの課題が解決することにより、将来的には永久植込み治療

（DT: destination therapy）が可能となる。第３世代の埋め込み型補助人工心臓の改良

が進めば、現実味を帯びてくる。特に小型化が求められており、すでに大部分の成人に

使用できるほぼ小型化が進んでいる。心臓移植の代替療法となるかもしれない。少なく

とも DT が可能となれば、心不全治療の選択肢が増えることになる。10 年以内には DT で

の使用が実現すると思われる。 

心臓移植には歴史があり、移植後の予後の成績も向上していることから、同種の移植

の方が良い。しかし、心臓移植には、（１）ドナーを待つ必要があること、（２）免疫抑

制剤を飲む必要があることなど課題もある。患者にとっては人工心臓と心臓移植という

２つの選択肢がある方が安心感を得られる。特に移植年齢に制限がある状況下では、DT

を可能とすることにより患者に希望が生まれる。 

補助人工心臓の場合には、抗凝固剤（ワーファリン）、抗血小板薬（アスピリン）を服

用しなければならない。これについては、今後も変わらない。補助人工心臓は血液接触

面積が大きいため、使用するワーファリンの量が人工弁に比べ多い。補助人工心臓には

抗凝固療法に伴う合併症が厳然と存在している。しかし、抗血栓性が改善され、人工弁

と同レベルの抗血栓療法で良いとなれば、脳出血は著しく減り、DT の実現が近づくだろ

う。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① ロボットシステム 
プロトタイプは 10 年前に登場している。しかし日本では台数が少なく、ほぼ使用され
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ていない。経済産業省主導により循環器領域と脳神経領域を対象とした新しいロボット

手術システムのプロジェクト（５年間）が開始している。 

腹部の内視鏡手術は普及しつつあるが、胸部の場合、表面に胸骨や肋骨などの骨が多

いため、アクセス制限がある。拍動している心臓を遠いところから治療することは難し

い。心臓の内視鏡手術に挑戦することは良いが、一般的な方法として臨床に導入するの

は現実的ではない。 

心臓外科分野において低侵襲治療を実現するためにはロボットシステムが必要である。

ダビンチは改良が進められているが、限界がある。ダビンチを超える新たなロボットシ

ステムの開発が求められる。そのためにはダビンチとは異なる視点から新たなコンセプ

トを打ち出し、開発する必要がある。 

心臓外科分野におけるロボットシステムに求められる機能は、（１）縫う（吻合）、（２）

切る、（３）視野展開（医師が見たいところ映し出す）の３機能である。「縫う」につい

ては従来からある程度可能だが、視野展開を上手く行うシステムはない。ダビンチでは

内視鏡を使用しているが、内視鏡は曇りに弱い。内視鏡の課題については 10 年前から指

摘されており、改良も加えられているがまだ十分でない。曇りのない内視鏡システムの

開発が求められる。また、限られた空間内で自由にアームを動かせるアーティキュレー

ションの技術が必要である。このような開発は、工学的には十分に実現可能である。 

小野稔先生は、このような研究開発について、臨床応用の実現可能性を含むコンセプ

トの提案や研究開発中の助言などを行っている。また、企業からの開発協力の依頼があ

れば積極的に対応している。過去に行ったアドバイスによって、すでに市販され、世界

的にヒットした製品（日本のメーカ）もある。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 医療機器開発の方向性 
この 10 年で医療機器は大幅に改善・改良された。しかし、完璧な医療機器はまだ存在し

ないため、今後も同じ方向性で改善・改良を進めてもらいたい。 

企業には「ユーザフレンドリー（ペイシェントフレンドリー）」かつ「リユーザブル」な

製品を開発してもらいたい。メーカが利益追求のために、ディスポーザブル（使い捨て）

製品を増やしていることは明らかである。「リユーザブル」という観点から地球に優しい製

品開発を行ってもらいたい。 

② 厚生労働省の許認可体制 
欧米の臨床治験で優れた成績が出た場合には、日本での臨床治験を行わずに臨床現場に

導入してもらいたい。体格や人種による相違があっても、まず臨床現場で使えるようにす

べきである。その後、人為差を考慮すれば良い。また、市販後、全例調査を実施する。し
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かしながら、厚生労働省は合併症等が起きた場合、その責任を追及される可能性が高いこ

とから、このような方法に抵抗がある。また、許認可のスピードも非常に遅い。 

オーファン申請を導入するのであれば、まずは使用可能な施設を限定し、市販後調査デ

ータを収集した後に一般での使用を可能にすることが望ましい。臨床治験は重要だが、シ

ステムの開発に莫大な投資をしているため、臨床治験にかかるコストは大きな負担となる。

また、事務作業も増える上に、治験データの収集も容易ではない。実用化の目処が立って

いないにも関わらず、このようなコストがかかりすぎると負担に感じる。さらには、許認

可までに時間を要すると、認可された頃にはその製品が時代遅れのものとなっている可能

性がある。補助人工心臓がその良い例である。したがって、日本での高い使用頻度が期待

される製品であれば臨床治験の実施を要求しても良いが、使用頻度の低いものについては

オーファンドラッグのような仕組みで対処することが望ましい。 

現在、厚生労働省は「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」（第１回

検討会：2007 年 10 月 26 日）を開催するなどして、そうした状況を改善しようとしている。

同検討会では、ハートメイト XVE、デュラハート、ジャービック 2000、エバハートの４種

類の補助人工心臓が認められた。また、これらの補助人工心臓の臨床治験を行う場合、従

来の治験症例数よりも大幅に少ない症例数とし、市販後調査の比重を増やすという措置が

とられることとなった。こうした変化は評価できる。これは補助人工心臓だけでなく、数

種類の医療機器にも認められた。 

③ 大学での研究体制 
大学は研究開発プロジェクトの継続性、持続性を確保し、プロジェクト全体に対しての

責任感をもっと持つ必要がある。大学での研究開発は大学院生が担うことが多いが、ある

程度まで研究が進んだところでそれ以上進まなくなる。その要因は、研究が進んだ頃、つ

まり学位や業績として十分になった頃に、研究を担当していた大学院生が研究室を出てし

まい、後継者を確保できないからである。 

④ 企業の研究開発体制 
米国では MGH（Massachusetts General Hospital）が中心となってロボットシステムの研

究開発が進められているが、パテント等の企業秘密を洩らさないことから研究チームの間

で研究上必要な情報が流通しないといった弊害が生じている。企業の多くは自分の手の内

を見せず、相手の出方を探るという姿勢を取る。企業独自の技術や権利を主張するのでは

なく、国家プロジェクトの推進上必要な情報は積極的に出す必要がある。米国では、建設

的な発言を積み上げられるよう、プロジェクトの参加者間での合意形成をしつつあるとこ

ろだ。日本でも経済産業省を中心に、このコンセプトを導入しようとしている（２年目で

試作機を開発し、早めに取り組むために動いているところ）。現在、企業を説得している最

中だが、大企業ほど消極的である。企業は開発のコンセプトを公開すべきである。 
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⑤ 臨床現場に求められる研究体制 
臨床現場は、臨床現場の実情とニーズを、開発側に対して常にフィードバックする。工

学的な観点のみで開発しても臨床現場では使えない。 

⑥ ベンチャー企業 
研究開発の最後段階として、ベンチャーをもう少し立ち上げやすい環境をつくる必要が

ある。日本の補助人工心臓の開発は世界でもトップクラスである。製品としては既に２機

種あり、市場に出ても問題のない製品が２～３機種ある。こうした機器は、欧米ではベン

チャー企業によって事業化が進められるが、日本ではベンチャーの規制が厳しいため難し

い。資金面でも潤沢な資金を確保することが難しい。商品化及び起業化がより容易でなけ

ればならない。ベンチャーを起業するための仕組みの整備が求められる。多くの大企業は

事業リスクを考慮するため、大企業に技術が吸収されてしまうと、積極的に事業化されな

い。 
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（8）順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科 臨床薬理学 教授 佐瀬 一洋先生 

1）専門分野 

専門は循環器内科領域の臨床研究である。医療機器の臨床治験の支援などを行っている。

国の研究班での検討や民間企業からの相談への対応などを含め、年間に数品目の医療機器

の開発に関与している。 

これまでに開発に関わった医療機器は、冠動脈疾患のデバイス（ステント、人工血管や

ICD など）である。 

最近は人工心臓の開発について、国内の治験や市販後調査などを支援している。人工心

臓は世界的にも治験が難しい医療機器である。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

近年、薬よりも治療効果の高いデバイスが臨床現場に導入されるようになってきた。 

海外のトライアルによると、補助人工心臓については、それまで１年で８割が亡くなっ

ていたような症状の患者を、倍以上生存させられるようになった。 

ICD については、それまで薬では救うことのできなかった症例を５年間で 22％救ったと

いう結果が報告されている。 

薬剤溶出型ステントについては、従来のステントでは 50％以上の狭窄を起こす患者が３

割ほどいたが、薬剤溶出型ステントを留置したグループではそれがゼロになった。薬剤溶

出型ステントでは再狭窄しにくいことが統計的に示された。 

上記のトライアルの結果はすべて、The New England Journal of Medicine で発表されて

いる。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

痛みがとれる、苦しみがとれる、より長く生きられる、より良く生きられる等、患者の

便益につながる医療機器が常に求められている。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① わが国が開発に取り組むべき医療機器 
少なくとも、日本が世界に先駆けて経験するもの、日本固有のリスクに関わる機器につ

いては、戦略的に開発すべきである。わが国では、人口高齢化の進展に伴い、認知症、が
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ん、血管病（循環器疾患）などがますます深刻になる。こうした疾患については、平均年

齢の低い国ではそれほど深刻にとらえられていないため、わが国が取り組むべきである。 

世界のどこででも開発できる機器や、日本では開発が難しいもの（エイズなど）は日本

としての優先順位は低い。 

② コントロールドトライアルの実施の必要性 
医療機器では、デバイスの有効性を統計的に示して臨床現場に導入している例が少なく、

単なる価格競争に陥っている。つまり、「良い医療機器」が買われているのではなく、「売

れる医療機器」が買われている。よい医療機器が臨床現場で評価される仕組みにならなけ

れば、企業側には良い医療機器を開発するインセンティブがわかなくなる。 

こうした問題を解決するには、臨床現場でデータを蓄積し、そのデータに基づき医療機

器の効果・効用を統計的に示す必要がある。The New England Journal of Medicine で発表

されたようなコントロールドトライアルのデータがあれば、どの手法にリスクやベネフィ

ットがあるのかをより具体的に評価・検証できる。また、こうした情報があれば、新しい

医療機器を用いた診療行為を保健収載することの意義を説明しやすくなり、良い医療機器

の普及につながるだろう。 

医薬品では、基礎研究の結果だけでは人への効果・効用が評価できず、基礎研究段階の

期待が裏切られることがある。したがって、臨床研究がますます重要になっている。たと

えば、善玉コレステロールを増やす薬の例がそれにあたる。現在、心臓発作の一次予防、

二次予防として、悪玉コレステロールを下げることが進められている。そこで、悪玉コレ

ステロールを減らして善玉コレステロールを上げる薬を開発すればさらに症状が改善する

ことが期待されていた。しかし、治験の結果、心血管イベントが 1.5 倍に、死亡は 2 倍近

くに増加するということがわかり、開発が打ち切られている。 

③ わが国の医療機器の薬事承認のしくみについて 
日本では、薬事承認に膨大な時間を要するため、海外で使われているものよりも数世代

前の機種の医療機器が使われている。これは、わが国の患者にとっての不利益につながる。

国策として、国民を守るための体制整備が必要である。 

わが国では、薬事審査の仕組みや体制に問題がある。医療機器の審査の促進のためには、

機器を使用する医師サイドからも優秀な人材を送って審査の体制を充実させるとともに、

参加意識をもつべきである。これまで、医師に対してそういった教育はなされていなかっ

た。 

佐瀬先生は 1999 年～2000 年に審査センターで医療機器の審査に関わっていたが、当時は

デバイスを評価できる医師がいなかった。一方、米国ＦＤＡでは多数の医師が審査員とし

て雇われており、評価の体制がしっかりしている。 

④ 先を見据えた環境整備の必要性 
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医療機器の開発において最近問題になっているのは、併用薬や、医薬品とのコンビネー

ションデバイスである。薬剤溶出型ステントに塗布される薬や、医療機器の利用に伴い服

用する必要のある薬のなかには、日本で未承認の薬がある。このことが理由で新しい医療

機器を使用できない等、日本人が不利益を被っているケースがある。 

医療機器と薬とをバラバラに扱えない時代になっているにも関わらず、日本の薬事法の

枠組みではこうしたケースが想定されていない。たとえば薬剤溶出型ステントの導入では、

日本は他国から大きく遅れをとった。今後は医療機器や医薬品の開発動向を見据えながら、

リアクティブに動くのではなく、プロアクティブに動く必要がある。 

米国ではプロアクティブな取り組みとして、ＦＤＡで「クリティカルパスイニシアティ

ブ」という枠組みがある。今後どのような医療機器が出てくるか、開発、治験、審査、市

販後の各プロセスですべきことや想定される課題を前倒しで検討し、法整備等に反映して

いる。 

⑤ 治験相談のあり方 
日本では、以前は治験相談を実施しておらず、申請書が提出されて初めて「てにをは」

の修正、試験を実施した理由の確認、試験内容の追加指示などを行っていた。近年、わが

国でも治験相談業務がはじまったが、現時点でも支援体制が十分とはいいがたい。 

望ましいのは、開発のシーズ・ニーズ探しの段階から、基礎研究、臨床研究、市販後の

どのプロセスでどんな問題があるか、どのプロセスでどう対応すべきかをクリティカルパ

ス上で検討し、開発者にアドバイスを行う体制を整備することである。現在の日本には、

まだ、これを検討する場がない。 

⑥ 医療機器の研究開発助成について 
日本には、優秀な技術者や科学者がいるにも関わらず、医療機器の分野では産業化が遅

れている。 

文部科学省や厚生労働省、経済産業省等では、医療機器の研究開発を支援しているが、

学術研究の成果が製品の開発研究事業として引き継がれない等、省庁間の開発プロジェク

トの連携がとれていない。 

現在、わが国で医療機器の臨床開発の拠点となりうるのは、大学病院ではなく、レジデ

ントが集まる市中病院である。大学病院は医療の変化に対する対応が遅れている。一方で、

国の開発助成金は主に大学病院に流れており、市中病院には流れていない。 

今後、わが国として、医療機器の臨床研究ができる拠点をきちんとつくり、患者を守る

ための制度、開発支援体制、資金等を整備する必要がある。 

また、開発者の姿勢も重要である。インパクトファクターに重きを置いた研究や、シー

ズがあるから誰かで試したいという姿勢ではなく、患者の目線での開発に取り組むべきで

ある。 
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⑦ 厚生労働省が目指すべき姿 
ＦＤＡは以前、自らを「レギュラトリーオーソリティ」と称していた。その後、「サイエ

ンティフィックエージェンシー」と位置づけた。最近は「ヘルスケアエージェンシー」と

位置づけている。昔は単なる管理者であったが、今は自らを、ヘルスケア全体を見渡し、

米国国民のベネフィットとリスクを見極める役割を担っていると考えている。 

厚生労働省は「レギュラトリーオーソリティ」の色がまだ強い。しかし、ブレーキばか

りを増やしても何も進まない。今後、日本を医療機器の開発の場として発展させること、

ニーズをいち早く見出だしシーズを掘り起こすことが、将来的に患者のベネフィットにつ

ながる。 

⑧ 外資系のデバイスメーカとの関係づくり 
現在、外資系のデバイスメーカは、臨床開発部門を日本に置いておらず、輸入代理店と

しての機能のみを置いている。これは、わが国の臨床現場が医療機器の開発から取り残さ

れるだけでなく、わが国に医療機器開発のノウハウが蓄積せず、海外への依存度がさらに

大きくなるという問題につながる。 

大手医療機器メーカには、わが国で営業を行うだけでなく、臨床開発を実施してもらい、

開発パートナーとしての拠点病院に投資しながら人を育成し、製品を育ててもらうという

好循環を創出する必要がある。 

大手医療機器メーカにこうしたインセンティブを与えるためには、治験や薬事承認等、

各種開発環境を整備する必要がある。 

 

6）その他 

① 医療機器の開発動向 
海外では医療機器の開発が活発である。特にＥＵで臨床開発環境が整っているため、ま

ずＥＵで開発してからＵＳに上市し、その後日本に上市するという流れが定着している。

中国はＥＵに近い形で初期の臨床開発を受け入れる姿勢をとっており、臨床研究センター

の設置などを積極的に進めている。 

日本は欧米だけでなく、アジアの動きからも取り残されている。このまま医療機器の臨

床開発が日本から遠ざかってしまうと、今後はＥＵかアジアにしか医療機器の臨床評価の

場がなくなる。そのような時代はもう来ており、その流れは止まらないだろう。 

臨床家にとっては、日本の患者がよい医療を受けられることがもっとも重要である。海

外で開発したほうが患者がより早く便益を受けられるならば、臨床現場は海外の開発を支

援するだろう。 

② 治験について 
日本では現在、米国のようなコントロールドトライアルが進んでいないため、医療機器
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や医薬品の開発に関するエビデンスの大半は、ことごとく海外に依存している。わが国は

こうしたトライアルに消極的である一方で、承認されたものについては適応外の患者にも

乱用し、副作用の発症リスクを高めているという問題がある。今は、製品開発と保険適用

との間をつなぐものがないためにこうした問題が起こるが、市販後の適応外使用を乱発す

るのではなく、市販前の臨床治験に参加して、適応を明らかにしておくのが、あるべき姿

である。 

米国では「ClinicalTrials.gov (http://clinicaltrials.gov/)」というサイトで、臨床

試験を登録できるようになっている。このサイトが設けられた主旨は、試験データを公表

することと、患者がトライアルに参加できるようにすることである。こうした環境が整備

されているため、米国では 3,000 人規模の患者たちがひとつのトライアルに参加している。

米国のトライアルは治験として実施されており、被験者の保護と新たな医療機器・技術・

材料の恩恵の享受の両面に配慮されている。重篤な疾患を抱えて治療法を探している患者

にとって、臨床試験段階の新しい医療技術が唯一の選択肢であるケースがある。従来手法

で治療するか新しい技術に望みを託すかを考えたうえで参加しているため、患者への不利

益にはならない。米国にはトライアルに参加することで救われている患者がいる一方で、

日本では同じ疾病の患者が死に続けているという事実にも目を向けるべきである。 

日本では、米国のような臨床試験登録サイトが UMIN と JAPIC（財団法人日本医薬情報セ

ンター）の HP 内に立ち上げられた。しかし、企業が試験中の情報を公表したがらず、結果

的に患者が不利益を被っている。また、治験の被験者募集に関する情報を、薬事法の広告

規制を盾に隠蔽しようとする傾向が強い。こうした問題から、治験に参加する患者が集ま

りにくい状況にある。 

薬事法はある程度環境が整備されてきたが、健康保険法における特殊診療の禁止が障壁

として残っている。治験に参加すると特殊診療とみなされ全額自己負担となるため、治験

の参加意思の低下の要因のひとつとなっている。 

③ 医療機器における人種差の考え方 
医療機器においては「人種差はない」という考え方が一般的であり、日本人向けの臨床

試験が必要とはいいがたい。 

診療行為の適応に影響する因子としては、内因性因子と外因性因子がある。内因性因子

とは遺伝子多型や標準体重などである。人種差が現れるのは主に遺伝子の関わる面である。

たとえば薬の代謝酵素や受容体などでは人種差（遺伝多型）があるといわれている。 

一方、医療機器については、遺伝的に除細動がしにくいといった話はきかれない。メス、

ハサミ、ピンセットの利用の際にも、人種の違いは問題にならない。また、日本人の体格

がみな小さいわけではないため、体格で人種差があるともいいがたい。 

循環器領域においては、わが国では疾患構造が急速に欧米化している。1960 年代から 2000
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年の間に日本人のコレステロール値が上昇したが、一方で米国人のコレステロール値が下

がっており、人種間の差が狭まっている。 
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（9）慶應義塾大学医学部附属病院 循環器内科 三好 俊一郎先生 

1）専門分野 

臨床分野では不整脈の血管内治療（心臓電気生理）を主に行っている。 

基礎研究については間葉系の細胞を用いた心臓血管系の再生医療に取り組んでいる。不

整脈の新しい治療法に関する基礎的な研究にも若干取り組んでいる。 

実施頻度の高い手技は、臨床分野では心臓電気生理学的検査、カテーテルアブレーショ

ン、経食道エコーに付随する超音波検査などである。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① エコー検査 
エコー検査の精度が高まった。その要因として、心臓超音波検査機器のメモリーの増設

や画像の解像度の向上等がある。画像の解像度については、イメージプロセシングの技術

が非常に向上している。また、リアルタイムの動画として診断画像を見ることができるた

め、診断の効率も向上している。ただし、使い勝手については、以前から使用している者

にとっては余分な機能が多くなったように感じる。 

② 心不全のための治療薬 
Evidence Based Medicine（EBM）を積極的に日本に導入しようとする動きにより、例え

ばβブロッカー（β遮断薬）やアンギオテンシン変換酵素阻害薬（ＡＣＥ阻害剤）、アンギ

オテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ）といった、10 年前は禁忌とされていた薬剤が、心不

全治療に使用できるようになってきた。 

③ 心臓の補助デバイス 
埋め込み型除細動器（ＩＣＤ）や両心室ペーシング技術についても、最新の治療法の導

入に伴い、最新の医療機器の導入速度が徐々に改善されてきた。心臓の補助デバイスの導

入は、患者の症状を改善する上で非常に重要である。厚生労働省は以前に比べ、認可のス

ピードを速めているが、まだ十分とは言えない。 

ＩＣＤやペースメーカーは、小型化され、バッテリーの寿命や機能面での改善が見られ

る。また、従来のペースメーカーは除脈時のバックアップ機能のみであったが、最近では

収縮を補助したり、死に至るような突然の不整脈を予防したりする機能が追加されている。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

既存の医療機器の改良すべき点は多い。 

① 経食道エコー 
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経食道エコーについてはプローブの小型化が求められる。 

② カテーテルアブレーション 
カテーテルアブレーションは、コントロールが難しいため、カテーテルの材質や操作性

の向上が求められる。 

心臓の壁が厚い患者や複雑な不整脈の患者については、カテーテルアブレーションを成

功させることが難しい。そうした課題を解決するためには、エネルギーの照射範囲を広げ

る、あるいは照射精度の向上を図る必要がある。 

カテーテルアブレーションは、レントゲンの透視下で電極カテーテルを心臓の様々な場

所に移動させる必要があるため、長時間になると被爆量が多くなり、治療が困難となるこ

ともある。そのため、被爆時間の短縮化が図れるような技術が求められる。 

③ 診断機器 
ＣＴやＭＲＩの技術進歩は目覚しい。ただし、空間解像度については、ＣＴやＭＲＩの

原理上の限界点に近づいていると考えられることから、さらなる技術進歩の実現は難しい

可能性がある。 

10 年前に比べると、診断機器の精度は非常に良くなっている。例えば、採血検査はオー

トメーション化が進んでいる。今後は検査データを迅速に得られて、患者データと正確に

適合させるための技術が重要となる。 

④ 電子カルテシステム 
特に循環器領域では自動診断技術と電子カルテ化に対するニーズがある。 

電子カルテについては、既存のリソースを利用する場合には、ＰＤＦ化が最も容易であ

る。カルテの書き方は医師によって異なり、例えば、文字情報だけでなく、フローチャー

トのように視覚的に理解しやすいように書かれている場合もある。カルテの書き方を統一

していかなければならないが、医師の使い勝手が良いように改良を加えていくことが望ま

しい。特に入力デバイスの開発が重要である。医師が患者を診断しながらコンピュータに

診断内容を入力することは不可能である。音声入力ができることが望ましいが、現時点の

技術レベルではそうしたデバイスの開発は現実的ではない。 

⑤ オーダリングシステム 
慶應義塾大学病院では平成４年時点で既にオーダリングシステムを導入していた。ただ

し、旧式のシステムであるため、入出力できる情報の自由度が低い。 

オーダリングシステムは各医療機関によって仕様等が異なるが、最近は Windows ベース

になってきているため、医師等が自分の机のＰＣからオーダーできる。 
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表3.1-5 電子カルテ、オーダリングシステムに関する課題・要望 

 課題 要望 

電子カルテ カルテの書き方は医師によって異なるた

め、自由度の高いインターフェースの整

備が必要となる。 

慶應義塾大学病院で使用しているシステ

ムは、エンジニアの観点から作られてい

る。標準的な入力テンプレートがないな

ど、使えば使うほど苦痛になるシステム

となっている。 

入力方法の簡素化 

画像の取り込み速度の短縮 

手書きを認識するシステム 

汎用性 

ネットワークのスピード 

確実性 

検索システム 

オーダリング

システム 

画面のどこに何が書かれているかを覚え

る必要がある。 

字が小さい 

意味不明な記述がある 

医師を含めたシステムの開発が必要であ

る。 

Windows ベースのシステムではマウスの使

用を前提としているため使いにくい。 

薬を使用する際には標準的な治療法があ

る。その治療法を表示するシステムが必

要である。診療行為に関わるものである

ため、エンジニアは関わることができな

い。 

マウスを使用せず、ショートカットを使え

ることが重要である。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 低侵襲の細胞移植のためのツール 
再生医療の最終目標は臓器（心臓）を人工的に作ることだが、実際には難しいため、ま

ずは心臓に細胞等を直接移植するような器具の開発から始めるべきである。さらには、低

侵襲の細胞移植のためのツール開発が再生医療のターニングポイントとなるため、その開

発が望まれる。 

Biosense Webster Israel16が開発した NOGA Cardiac Navigation System（以下、ノガシ

ステム）では、低侵襲治療による細胞移植が可能である。心臓血管領域細胞治療はノガシ

ステムなしでは行えない。日本では基礎研究用としてノガシステムを承認している。しか

し、ノガシステムは現在、新規に購入することができないため、新たな研究施設が再生医

療分野に参入することが難しい。旧バージョンのノガシステムは製造が中止されており、

最新バージョンのノガシステムについては、ＦＤＡへの申請が中止されているためである。

この理由のひとつとして、米国が再生医療に関わる機器を他国へ販売することに慎重にな

っている可能性がある。再生医療分野の研究開発競争が過熱気味であるため、ある程度の

政策的なコントロールは必要かもしれないが、カテーテルベースでの細胞治療器具の市場

は非常に閉鎖的である。 

細胞移植に関するもうひとつの課題として、心臓近傍でカテーテルから移植用細胞を出

しても、拍動によって細胞が体内の各所に流れていってしまう点が挙げられる。例えば間

                             
16 旧社名は Biosense Ltd.,。CARTO EP Navigation System（カルトシステム）と呼ばれるカテーテルのナビ
ゲーションシステムを開発したイスラエルの会社。 
（参考：http://www.matimop.org.il/newrdinf/company/c2108.htm） 
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葉系の細胞は大きいため、末梢血管に詰まると塞栓症状を引き起こす。細胞が全身に流れ、

脳血管で詰まれば脳梗塞を引き起こす。ただし、このような事例報告はあまり耳にしない

ため、大きな問題にはならないかもしれない。最も重要な課題は、注射器で注入した細胞

が標的とすべき疾患部位の外に漏れ出す危険性である。これを最小限に食い止めることが

治療効果向上のための鍵となる。 

② コンピュータ支援診断（CAD） 
自動診断技術については、ソフトウェア開発の際に医師の診断ノウハウを踏まえたアル

ゴリズムが重要となり、そのための調査を誰に依頼するかなど多くの問題が生じる。また、

学会を通さずに議論を進めても、学会の承認を得られず現場での利用が進まない。学会主

導で進めた場合、すべての企業が足並みを揃えて研究開発を行わなければならず、企業の

独自性を打ち出すことが難しいなどの課題がある。 

 

5）その他 

① 再生医療の動向 
現在、細胞治療や幹細胞治療の動向は混沌としているため、いっそうの研究が求められ

る分野である。現在のところ、再生医療技術により、実際に心臓の構造を作り出せるよう

な段階には達していない。いずれはそうした治療法の開発が求められるが、現段階では十

分な基礎的なデータ蓄積されていない。 

現在の再生医療技術では、幹細胞や間葉系の細胞のうち心臓となる細胞の割合が非常に

少ないため、医師はその段階で研究を断念してしまう。細胞を効率よく移植したり、構造

を効率よく構築するための研究など、次のプロセスにまで目が向いていない。また、医師

も臨床に近い研究に従事した方がインパクトが強いことから基礎研究に関心を示さない。

特に海外ではその傾向が強い。 

心臓血管系の治療に再生医療が導入されるには少なくとも 10 年はかかるだろう。すでに

導入され始めてはいるが、その効果は低く、移植方法も確立されていない。つまりスタン

ダードが全くない。 

② 細胞移植の概要 
細胞移植は注入した細胞が的確な場所に接着するかが重要である。細胞移植には、冠動

脈から細胞を注入する方法と、心筋への注射により細胞を直接注入する方法の２つがある。

前者の方法では、細胞が心臓の血管に詰まってごく軽度の心筋梗塞を引き起こすか、ある

いは細胞が全身に流れてしまうリスクがある。特に、心臓の血管は細いため、間葉系の細

胞は詰まりやすい。１世代前に使用されていた単核球（骨髄球）などの細胞は小さく、末

梢血管に詰まることはないが、心筋の保護効果があるのみで心筋への分化能力はないと言

われ始めている。後者の方法はより確実な方法と言えるが、注入した細胞が時間の経過と
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ともに消えてしまう。この課題を解決するには細胞シートの技術が重要となるが、まだま

だ改良の余地はある。基礎的な研究の充実が求められる。 

iPS 細胞は重要な発見ではあるが、すべての課題が解決するまでに少なくとも 50 年はか

かるだろう。自己の細胞を移植した場合、免疫学的な拒絶反応（リジェクション）が起き

ないため、細胞ががん化した場合に如何なる抑制も働かないというリスクがある。移植し

た細胞のなかにひとつでも未分化な細胞が混ざっていれば、がん化のリスクがある。がん

研究は安全性評価に非常に長い時間を要する。現在の厚生労働省の体制では、世界に先駆

けてこのような研究を行うことは難しいかもしれない。 

心臓の領域では心筋と血管を作ることが重要なポイントとなっている。血管については

ホスト側からある程度新生するため、大まかな構造を作ることは可能だが、十分な量の血

管を作ることが難しい。その理由として、出てきた細胞構造の生存時間と血管が生えてく

る速度とのバランスによって成り立っているからである。医師の中には、作った血管を移

植するという方向で研究を行っている研究者もいるが、実用化の目処は立っていない。 

血管アッセイ法については既存の方法を踏襲するだけでなく、新しい方法に挑戦すべき

である。また、そうした研究を評価するための体制を整備すべきである。特に査察のため

の人材を育成する必要がある。 

③ 間葉系の細胞 
心臓となる可能性が最も高い細胞は間葉系の細胞（間質細胞と同義と考えて良い）のみ

となっている。ただし、間葉系の細胞であっても心臓となる確率は間葉系細胞全体の 1,000

分の１である。間葉系の細胞は骨髄のなかに含まれていることが分かっているが、最近で

は子宮内膜や月経血のなかには心臓となる確率の高い間葉系の細胞が含まれていることが

分かっている。 

現在、心臓の間葉系の細胞を使用し、それが心臓となる理由を探っているところである。

その理由が分かれば、モディフィケーションがかけられるため、治療効率の向上が期待で

きるかもしれない。しかし、この実験がいつ終了するのかは分からないので、この研究の

結論が得られるまでには時間がかかるだろう。 
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（10）大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科 診療科長 澤 芳樹先生 
大阪大学医学部附属病院 未来医療センター 准教授 松山 晃文先生 

1）専門分野 

澤先生の専門は心臓血管外科である。専門とする主な疾患は、冠動脈弁膜症、大血管、

心不全、先天性心疾患などで、心臓血管外科の治療を幅広く行っている。 

大阪大学全体としての心臓外科手術件数は年間約 400 件である。弁膜症の手術件数は年

間 70 症例、冠動脈の手術件数は年間 80 症例、先天性の手術件数は年間約 60 症例、大動脈

の手術件数は年間約 150 症例、心不全の手術件数は年間約 50 症例（うち人工心臓移植は 6

症例、肺移植が 2症例）である。残りがその他の症例である。 

松山先生は循環器内科医であり、現在の専門は再生医療や医療機器である。現在は、臨

床現場から離れて後方支援に専念しており、企業や大学の共同研究における知財の管理、

薬事のアドバイス、在宅医療機器の操作性向上のためのアドバイスなどを行っている。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 

a） ＣＴ 
64 列ＣＴが開発されてから、撮影の速度が短縮され、心電図同期や呼吸同期が可能にな

った。これは心臓血管領域でもっとも画期的な進歩である。 

今後、ＣＴがカテーテル診断を代替する可能性もある。たとえばカテーテル診断が出来

ない病院であっても、ＣＴで同等の診断ができれば、患者を循環器内科医の拠点病院へ紹

介する必要があるかどうかを判断できるようになる。これは今後、国の行政施策を変える

可能性もある。また、カテーテルでは動脈に穴を開けるため、血が止まらなくなるリスク

があるが、ＣＴであれば血管穿刺のリスクがないことも強みである。 

b） ３次元画像構築技術 
ＣＴなどで撮影された画像情報を３次元画像に再構築する技術の進展により、心臓のど

の領域に問題があるのかが、視覚的に把握できるようになり、治療しやすくなった。これ

までは、医師が２次元画像を頭の中で３次元的に組み立てる必要があった。例えば、３次

元画像を見ながら CABG ができるようになったことは大きなメリットである。 

c） アルツハイマー病の診断技術 
この 10 年で、アルツハイマー病の診断技術は大いに進歩した。 

② 治療 

a） ＤＥＳ 
循環器内科領域において、この 10 年で最も進歩した治療技術は DES である。ただし、最
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近、中長期な観点での成績が悪いことが報告されているため、この問題点を解決しなけれ

ばならい。 

b） 人工心臓 
人工心臓は、以前に比べて進歩した。ただし、その程度は画期的とはいえない。 

まだ完全埋め込み型の人工心臓は完成していないが、まもなく我が国初の埋め込み方人

工心臓がテルモ社製から発表される見込みである。患者 QOL の向上に大きく貢献する可能

性がある。 

ただし、まず EU で承認され、次いでアメリカで承認され、2～3 年以内に日本に入ってく

ると思われる。 

c） 冠動脈疾患の治療 
冠動脈バイパス手術では、オプキャブ（心拍動下冠状動脈バイパス手術）とよばれる、

人工心肺を使わずに吻合が出来るためのデバイスが進展した。 

d） ステントグラフト 
動脈瘤治療において、ステントグラフトはたいへん画期的な技術である。ステントグラ

フトを使った動脈瘤の治療件数は急増している。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

a） 人工弁 
わが国では新規の人工弁が承認されていない。現在のところ、純粋な人工物の人工弁よ

りは、動物の牛の心膜などを使って弁を形成したほうが治療成績はよいが、拒絶反応など

が課題である。 

b） 人工血管 
人工血管に関する課題は、小児の「成長」という課題が置き去りにされていることであ

る。大人の場合には血管の形はほとんど変わらないため、非吸収性ゴアテックスのような

人工血管を使用してもよいが、小児の先天性疾患の治療にあたっては、その後の体の成長

に伴いサイズが大きくなっていくため、吸収性の人工血管が必要とされる。このような点

から、今後は吸収性の人工血管の進展が望まれる。 

c） 人工心臓関係 
人工心臓関係では、内部のコーティングの技術はかなり進歩している。ブリッジングと

は言いながら、もうターミナルユースに近いところまで来ている。その究極の形が、今回

テルモで開発したもので、軸受けがなく、熱も発生しないので、非常に画期的である。心

臓の血液は、流れたり止まったりを繰り返して、拍動があるが、テルモで開発したものは、

そのままの定常位でも問題ない。 
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d） ステント 
ステントは、再狭窄の問題を解決する必要がある。遺伝子を混ぜる等の技術開発が進め

られているが、1～2 か月では効果が得られず、治癒成績が悪い。たとえば、内腔を早期に

血管内皮化させ、適当なところでぴたりと内皮化が止まるといった発想に転換させる必要

がある。従来は、平滑筋の増殖を抑制する薬を塗布していたが、内皮化を促進する薬を塗

布するといった方向に変わるのではないか。 

将来的には、体に吸収されるようなステントができ、しかも一定の強度が保たれるもの

が出来れば、小児にも使えるだろう。 

e） ペースメーカー 
ペースメーカーの電源は、理由は不明だが、心臓を同じペースで打ち続けていなければ

消耗される傾向がる。今後は、リズムを登録したペースメーカーが製品化されるのではな

いか。日本国内では九州大学の砂川先生のグループなどが開発を行っている。メドトロニ

ック社などの海外企業から非常に良い製品が出てきているが、ぜひ日本国内の企業にペー

スメーカーを作ってもらいたい。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

a） ASD 
今後、ステントグラフトと弁置換を組み合わせた、経皮的な弁置換術が進展するだろう。

まもなく治験が始まるものとして、ASD という治療法がある。ステントのような方法で経皮

的に弁を挿入できる方法で、患者の弁を切除する必要がなく、非常に画期的な治療法であ

る。 

これまで、75 歳以上の大動脈弁閉鎖症患者は、開胸手術に耐えられないため弁形成術の

実施が難しかったが、低侵襲の弁形成機器が普及すれば、恐らく 80 歳～85 歳くらいまで生

きられるようになる。 

現在、弁置換術は心臓外科の領域にあるため、経皮的な弁置換術についても外科医が中

心になって取り組むべきである。新しい技術の普及のためには、ベネフィットがリスクを

上回るか、普通の弁置換よりも成績が良くなければならない。今後、大阪大学では経皮的

な弁置換術に取り組みたいと考えている。 

b） 心臓疾患の治療技術 
心筋シートはいずれ品質が落ちるため、「つなぎ」の技術にすぎない。心筋シートを使用

したあとに選択される治療法の一つは、心臓移植である。ただし、60 歳以上の患者には心

臓移植は難しいことが問題である。重症心不全患者のうち、心筋梗塞で重症になった患者

（DCM（拡張型心筋症）以外）の年齢は、60 歳以上が圧倒的に多い。 

もう一つはテルモの人工心臓のようなデバイスを埋め込む方法である。将来的には、完
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全入れ替え型の人工心臓が臨床応用されることを期待する。 

当面、ネイティブの心臓を人工心臓で完全に入れ替えることは難しいと思われるため、

まずは、心臓の疾患部位を心臓と同期出来るような人工の皮膜で覆い、ネイティブな臓器

の収縮・弛緩をサポートするといったものが出来ると良い。出来るだけ侵襲度が少ないこ

とが望ましい。 

c） 遠隔診断技術 
医師不足の問題への対応と、へき地医療の問題を考え合わせると、医者の数が少なくて

もきちんとした診断出来るシステムが必要である。また、専門でなくても診断できるよう

な診断サポートのシステムが必要である。例えば、循環器内科の専門医ではなくても、心

臓のデータを出せて、へき地の診療所ではＣＴなどの画像を国立循環器病センターなどに

送り、専門医が診て返答するといったシステムは出てくると思われる。 

ただし、遠隔診断技術に民間企業が取り組む場合、個人情報の漏洩リスクと、患者の個

人情報を取り扱うことによる医療法への抵触という２点の問題があり、開発が進んでいな

い。大学病院や国立循環器病センターが実施するのであれば、法的な問題は解決できるの

ではないか。将来的には、大阪大学病院で取り組みたいと考えている。 

d） ロボット手術 
既存のロボット手術は、人間の手の代替という域を出ていない。自動で動くといった、

もっと実用的なものを目指すべきである。 

e） 再生医療 
心臓移植に代わるレベルまで再生医療技術が発展することを期待する。合併症がなく、

永久的に埋め込めて、血栓が出来ないといった特性を有することが望ましい。 

f） 脳血管領域 
脳血管領域では今後、慢性頭涌やうつ病の患者の脳に MRI などの電磁気を当てて、脳の

中で電流を発生させ、うつ病や慢性頭涌を治療するといった技術が出てくるのではないか。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

a） 外科と内科の連携 
循環器領域の診断・治療技術の低侵襲性を向上させるには、外科医と内科医がそれぞれ

に取り組むのではなく、連携すべきである。低侵襲化すればするほど、心臓血管外科と循

環器内科の境界はあいまいになるため、循環器科として一緒に取り組むことになるだろう。

目指すべき方向性を念頭におき、新たな融合領域に発展していくべきである。 

b） 在宅医療機器 
在宅の医療機器の場合は、24 時間体制でそれをサポートする人員配置が必要である。例

えば帝人であれば、HOT のシステムを持っているため在宅医療が可能である。 
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問題点として、家族のサポートが重要になるため、家族に過剰な負担をかけない機器と

いう観点も必要になる。 

c） 国産の医療機器の開発 
医療機器としては、ステント、ペースメーカーを、国産で、安価に製造することが非常

に重要である。医療機器の問題点は、償還価格と納入価に差があり、医薬品の場合は薬価

差益の問題が非常に大きい。また、医療機器においては、現実に目の前にある機器だけで

はなく、伝送システムとしても非常に重要になる。 

d） デバイスと教育システムのパッケージの開発 
外科領域の医療機器は、内科領域に比べて使用時のリスクが高くなるため、機器を使え

る先生や施設が限られてくる。したがって、教育システムをパッケージングで提案する必

要がある。 

医療機器を開発する過程で、医師を教育しつつ、並行して教育システムも構築すること

が重要である。例えば、大動脈のステントであれば、カテーテルを入れるタイミングや、

CT 画像を見ながら挿入するこつなどをトレーニングする必要がある。たとえば教育システ

ムで 80 点以上取れたら患者に使える、といった仕組みができれば、治療成績が向上でき、

リスクが回避できる。 

パッケージング化は、国策としても重要である。パッケージング化を含めた開発により、

医療機器本体と教育システムに関わる知財を広く押さえられる。知財を押さえられれば、

パッケージとして海外で販売することが可能になる。臨床家にとっても、教育システムが

あったほうが安心できる。こういった付加価値がなければ、今後は恐らく海外展開も難し

くなる。日本国内でも、安全かつ安心な医療を国民に提供出来るように、教育システムを

パッケージング化して国や医療機関や大学と企業が協力することが必要である。 

e） 治療機器の開発の重点化 
米国では、よいアイディアがあればすぐにスピンオフし、ベンチャーを作り治療機器を

開発している。低侵襲の医療機器の実現化を目指した国の政策パッケージの中で考えると、

診断より治療機器の方をメインに進めるほうが良いだろう。 

例えば、日本の技術により画期的な治療機器が開発できれば輸出できるようになり、現

在は欧米からの輸入超過状態にある機器の輸出入バランスを逆転させられるだろう。 

 

6）その他 

a） リスクに対する考え方 
日本はゼロリスクを求める国である。以前、PL 法に関して法令解釈に大きな誤解があり、

テルモがペースメーカーを取り組もうとしていたがやめてしまった。 

医療機器として製造した場合、パッケージングして最終的に組み立てた企業が責任を追
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い、原料を製造した企業には責任が及ばないという法規定があるはずである。 

b） 医療機器の承認・審査 
審査会が少なすぎるため、審査会を増やしてほしい。FDA に比べて、わが国は二桁少ない。 

医療機器の承認の問題では、一部の変更も最初から治験をしないといけない。例えば、

口径を 32mm から 34mm に大きくするだけでも、全く新しい製品として取り扱われるため、

なかなか新しいものが出にくく、進歩が見られない。 

c） 臨床現場の研究者の志向 
現時点では、我が国の研究現場の研究者の志向にも問題がある。細胞を培養する方が研

究を早く進められるため、臨床研究よりもベーシックリサーチを選びやすい。また、治療

技術の研究には非常に大きな労力がかかるため、診断技術の研究を選びやすい。診断法の

研究においては、血液を収集・分析した実験でも論文になるため、医療機器の開発は選ば

れにくい。 
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（11）東北大学病院 循環器内科 科長・教授 下川 宏明先生 

1）専門分野 

専門は循環器内科である。主な対象疾患としては虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）、心

不全がある。 

実施頻度の高い手技は、治療としては冠動脈のカテーテルインタベーション（PCI）であ

る。昨年の年間実施件数は PCI（ステント留置）が 180 件であった。2006 年の 122 件から

大きく増えた。次いで、アブレーションが 100 件強、植え込み型除細動器が 28 件（東北地

方で最多）であった。両心室細動機療法（左心室と右心室の両方をペーシング）も多く、

東北地方で最多である。 

移植は、昨年は肺移植が２件、心臓移植が０件であった。補助人工心臓は３件であった。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 

a） ＭＤＣＴ 
この 10 年の診断機器の大きな進歩のひとつはＭＤＣＴだろう。最近、イスラエルで開発

されたＣＴは、心臓の表面に走っている太い冠動脈の狭窄病変をある程度確認できるくら

いの精度があるようだ。このＣＴは、静脈注射で造影剤を投与する必要はあるものの、従

来カテーテルを使用していた診断の一部を置き換える可能性があり、そうなれば、患者に

とって、より低侵襲な診断方法になると考えられる（ただし、被爆の問題は残る）。 

日本でのＭＤＣＴの導入は７～８年前からである。欧米はさらに先行していた。その後、

64 列ＣＴ、128 列ＣＴというように段階的に性能が向上してきた。 

ＭＤＣＴの性能が向上しても診断カテーテルを完全に置き換わることはないだろう。Ｃ

Ｔでは、石灰化病変では冠動脈の狭窄を評価できないし、冠微小血管などの詳細な情報も

得られない。 

b） ＭＲＩ 
ＭＲＩもこの 10 年で大きく進歩した。ＭＲＩは、ＣＴと比べて画像の精度が落ちるが、

ある程度の冠動脈の評価は可能である。ＭＲＩは被爆がなく、各心室の動き、心筋の線維

化の状態、心筋の微細構造などの情報を得られる点で優れている。昨年の米国心臓協会（Ａ

ＨＡ）の年次学術集会では、ＭＲＩの画像がＣＴと遜色ない水準に到達したという発表も

あった。 

ＭＲＩの問題点は、金属が入っている患者に使用できないこと、細かい動きに追従でき

ないこと、画像の構築に時間を要すること、などがあげられる。このあたりも、技術の進

歩によりいずれ解決されるだろう。 
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c） 冠動脈造影 
この 10 年で、冠動脈造影のほとんどがラジアルアプローチ（手首の橈骨動脈からカテー

テルを挿入）になった。このアプローチは大腿動脈からカテーテルを挿入する方法に比べ

て患者の負担が少ない。４～５年前からは日帰りのカテーテル検査も普及しはじめ、患者

のＱＯＬの向上に貢献した。 

日帰り検査ができるようになった背景には医療機器の進歩がある。細くて機能性の高い

カテーテルが開発され、穿刺デバイスなども改良された。 

② 治療 

a） 薬剤溶出ステント（ＤＥＳ）B M S  
最もインパクトがあったのは薬剤溶出ステント（Drug Eluting Stent：ＤＥＳ）の登場

である。ＤＥＳは、2004 年８月に Cypher ステント17が認可され、2007 年５月に TAXUS ステ

ント18が認可された。ＤＥＳにより再狭窄の問題がほぼ克服されたことは、大きな進歩であ

った。 

しかし、ＤＥＳの使用頻度が増加するにつれ、ＤＥＳの問題点19が明らかになってきた。

現在は、一時期に比べてＤＥＳの使用が減少し、その分、ベアメタルステント（Bare Metal 

Stent：B M S）の使用が増加している。 

ＤＥＳと B M Sの使用割合は全国でばらつきがある。日本では９割以上ＤＥＳを使う施

設もあれば１割しか使わない施設もある。東北大学病院は３～４割程度である。患者１人

ひとりの病状に応じて使い分けている。米国や欧州の現時点でのコンセンサスではＤＥＳ

と B M Sの比率はおよそ３対７とされている。 

b） アブレーション 
頻脈性不整脈に対するアブレーション治療（高周波焼灼術）は日進月歩の進歩を続けて

きた。対象疾患の範囲が広がり、病状に応じて対応できるようになった。 

アブレーションは、最初は簡単な副伝導路を切ることから始まった。次に、心房粗動、

発作性上室性頻拍症の治療が可能になった。数年前からは慢性心房細動の治療が開始され、

この１～２年は、心室性の不整脈（心室性期外収縮や心室頻拍）などにも対象が広がって

いる。 

c） 植え込み型除細動器（ＩＣＤ） 
植え込み型除細動器も進歩し、小型軽量化が進んでいる。また、患者の精神的負担のよ

                             
17 Cypher®シロリムス溶出型ステント（Johnson & Johnson社） 
18 TAXUS®エクスプレス 2パクリタキセル溶出型ステント（Boston Scientific社） 
19 遅発性血栓症やスパズムの問題、長期の抗血小板療法の必要性などの問題がある。遅発性血栓症は、ス
テントに起因する血栓が生じて心筋梗塞を引き起こす。スパズムは冠動脈の痙攣である。抗血小板療法

は２剤（アスピリン、クロピドグレル）の併用が推奨されている。抗血小板療法を行っている患者では

血液が固まりにくく、手術時の出血が問題となる（出産は可能である）。 
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り少ない機能（電気ショックを用いずに頻拍以上のレートでペーシングして心室頻拍を抑

制する）を備えた機種も登場している。従来から用いられている電気ショックは最も効率

的に心室頻拍を除く方法だが、電気ショックそのものに不安を感じる患者は少なくなく、

なかにはノイローゼのようになる患者もいるので、必要性に関する事前の十分な説明と患

者の理解が重要である。 

d） 両心室ペーシング（ＣＲＴ） 
両心室ペーシング（Cardiac Resynchronization Therapy：ＣＲＴ）も非常に発達してい

る。2007 年には除細動機能を備えたＣＲＴである、両室ペーシング機能付き植込み型除細

動器（ＣＲＴ－Ｄ）が薬事法の承認を受けた。 

ＣＲＴ－Ｄは慢性心不全の患者に用いる。慢性心不全の患者は左右の心室の拍動がずれ

て効率が低下するので、ＣＲＴ－Ｄで両心室の拍動を同期させてポンプ機能を高める。ま

た、慢性心不全患者は重症の不整脈を起こしやすいので、除細動機能で対処する。ＣＲＴ

－Ｄを必要とする慢性心不全の患者は多いので、現在、急速に普及している。 

e） 補助人工心臓 
補助人工心臓はこの 10 年で患者のＱＯＬに大きく貢献したとはいえないだろう。現在、

日本で認可されている国産の補助人工心臓（東洋紡）は体外式の大型のもので、患者は外

出することができず、ＱＯＬが高まらない。当院で補助人工心臓を使用している３名の患

者は全員、国産の東洋紡型の装置を使用している。 

一方、アメリカでは、完全体内埋め込み型の補助人工心臓が使用されている。日本でも

治験が行われているが、早期の普及が待たれるところである。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 治療 

a） 薬剤溶出ステント（ＤＥＳ） 
現在ＤＥＳの表面に塗布されている薬剤は抗がん剤の一種であり、血管平滑筋の増殖を

抑制するだけではなく血管内皮の再生まで抑制している。これが、遅発性血栓症の一因に

なっている。したがって、血管内皮の再生を抑制せずに平滑筋の増殖だけを抑制できるス

テントを開発できれば、遅発性血栓症の問題を解決できると考えられる。 

b） アブレーション 
アブレーションの課題としては、まず、心外膜側に焦点がある心室性不整脈の問題があ

げられる。アブレーション治療は、不整脈のフォーカスかサーキットを高周波通電により

焼き切ることで不整脈を治療する方法であるが、心臓の内側から心筋にアプローチするた

め、心筋の内側から約５mm 程度までしか届かない。 

また、焼き切る時の血栓の発生の問題もある。アブレーションは心臓の内側から心筋を
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何十か所も焼いていくが、その部位に血栓ができやすくなる。焼き切るのではなく、別の

方法で処置できればと、現在、新たな治療法を開発している。 

c） 除細動器・心臓再同期療法 
夢のような話だが、体外式の小型除細動器ができれば、患者にとって最も好ましいので

はないか。たとえば、体の表面のモニタリングシステムで心拍を監視し、重大な不整脈が

生じたときに体外から除細動の処置を行える装置があればよい。自動体外式除細動器

（Automated External Defibrillator：ＡＥＤ）の機能を備えた心拍モニター装置である。 

現在の植え込み型除細動器（ＩＣＤ）は、患者の身体を切開して皮下に植え込み、電極

の先端を常に心室に入れておかなければならず、感染症や血栓症のリスクが生じる。また、

植え込み型の場合は電源の関係で約 10 年ごとに入れ換え手術が必要になるが、体外型であ

れば、簡単に気軽に取り換えられる。 

② 診断 
超高齢化社会が進展することから、できるだけ患者の負担を軽減できるよう、侵襲度を

低くし、究極的には、非侵襲性の診断技術を開発することが求められる。夢のような話だ

が、患者が寝ているだけで何の侵襲もなく冠動脈が映し出される装置がほしい。これに近

いのはＭＲＩかもしれない。超音波もめざましく進歩してきてはいるが冠動脈の全長がき

れいに見える水準には至っておらず、血流がやっと見える水準である。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 低出力の体外衝撃波治療のための装置 

a） 体外衝撃波治療の概要 
心臓疾患を対象とする低侵襲な治療機器の実現が期待される。最も期待しているのは、

現在我々が開発中の「低出力体外衝撃波治療」である。心筋の虚血部分に体外から物理的

な衝撃波の刺激を与えることで、心臓の血管を効率よく新生させる治療法である。 

低出力体外衝撃波治療は、現在、東北大学病院で研究中である。装置はスイスのメーカ

ーと共同開発した。患者の胸に装置をあて心臓の患部に低出力の衝撃波を照射する装置で

ある。麻酔は不要で、患者は覚醒状態で術者と会話しながら処置を受けられる。リアルタ

イムで心エコーの画像を確認しながら、治療を行う。 

b） 体外衝撃波治療のメリット 
体外衝撃波による血管新生療法は非侵襲性の治療である。もともと患者の体内にある、

まだ使い切っていない自己の血管新生システムを賦活化する方法であることから副作用も

ない。侵襲も副作用もないことから、繰り返し治療でき、将来は外来でも行える治療法に

なる可能性がある。 
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c） 臨床試験 
現在、（１）狭心症、（２）急性心筋梗塞、（３）下肢閉塞性動脈硬化症の患者を対象に、

臨床試験を実施中である。 

重症狭心症を対象とした第一次の臨床試験では、９名の患者を対象とし、その多くは高

齢者であった。これらの患者は、バイパス手術もＰＣＩもできない、いわゆるノーオプシ

ョンの重症狭心症で苦しんでいた患者である。たとえば、高齢で、糖尿病、高血圧、高脂

血症を罹患し、さらに透析を受けているなど、動脈硬化リスクを複合的に抱え、抵抗力が

弱く、体力も落ちた患者である。 

臨床試験の結果、自覚症状が改善し、心筋シンチグラフィー評価した心筋血流が著明に

改善した症例が認められるなど、有効性が認められた。また、副作用は全く認められなか

った。 

d） 分子生物学的アプローチと物理的刺激アプローチの比較 
血管新生の方法として、分子生物学的アプローチと物理的刺激アプローチを比較すると、

まず、分子生物学的アプローチは、血管新生に関する要因の１つ１つを個別に組み上げて

いくような方法である。しかし、体内の現象は、単一の細胞や遺伝子に司られていること

は稀であることから、分子生物学的アプローチからの血管新生は必然的にハードルが高く

なる。一方、物理的刺激アプローチは、まだ使い切っていない血管新生に関する複数の機

構を活性化させる方法である。物理的刺激アプローチは、自己修復能力が残存しているよ

うな患者であれば、効果を期待できる。患者によって、残存する自己修復能力の状況は異

なると考えられるが、これも薬剤等で修飾できると考えている。 

② 現状の機器ではできない問題点、この機器が必要とされる背景 
心臓の血管新生の方法としては、細胞療法が期待されてはいるものの、患者の身体的負

荷の問題や細胞の定着の問題などで実現は容易ではない。 

現在、バイパス手術もＰＣＩも受けられず苦しむ患者が多数存在する中で、より早期に

実現できる治療方法が求められている。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 体外衝撃波治療の今後の方向性 
低出力体外衝撃波治療は今後、作用機序の解明を進める。臨床試験を重ねて、血管新生

の有用な選択肢となる治療方法としての確立が期待される。 

今後の対象としては、補助人工心臓を装着した心不全患者を対象とすることも考えられ

る。患者によっては補助人工心臓を離脱できる程度の効果が期待される。 

また、循環器領域だけではなく、肝硬変や脳梗塞など、他の領域への応用も期待される。 

最終的に生き残る治療は、治療効果があり、患者の負担が少なく、繰り返し行える治療
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である。自分や家族が患者になった時に受けさせたいと思えるような治療である。 

② わが国としての物理的刺激アプローチの育成 
物理的刺激アプローチは、心血管の新生について、分子生物学的アプローチと同等の効

果があり、早期の実現が期待できる技術である。日本発の治療技術でもある。 

わが国として、分子生物学的アプローチとともに、このような技術も育ててもらいたい。

この技術は日本が世界をリードしている技術でもあり、例えば、病院内に衝撃波治療セン

ターといった拠点を整備できれば、急速に進展させられることが期待される。 
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（12）東京大学大学院医学系研究科 先端臨床医学開発講座（循環器内科）准教授 佐田 政隆先生 

1）専門分野 

専門は循環器内科である。主な疾患は狭心症、心筋梗塞、冠動脈心疾患である。 

実施頻度の高い手技はＰＣＩ（経皮的冠状動脈形成術）、閉塞疾患に対する各種治療であ

る。おもに、バルーン、ステント、ロータブレータなどを用いた治療を行っている。 

特に、虚血性心疾患に対するＰＣＩが多い。その他の経皮的な治療として、バルーン

弁形成術（Balloon Valvuloplasty）や、血栓に対するフィルターの留置なども行っている。

当院での年間実施件数は 580 件で、内訳は急性が 50 例、待機が 530 例である。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① ステント 
この 10 年で、診療成績の向上や患者ＱＯＬの向上におおいに貢献したと考えられる医療

機器としては、ステントがある。10 年前はバルーンで狭窄部位を広げるのみだったが、高

い再狭窄率（60～70％）が課題であった。1992～1993 年にステントが使用されはじめ、再

狭窄率が 30～40％に低下した。2004 年には再狭窄の防止が課題だったステントを改良した

薬剤溶出ステントが使用されはじめ、再狭窄率は 10％以下になった。しかし、薬剤溶出ス

テントついてはまだ多く問題があるので、すべての症例に使用されるわけではない。 

② カテーテルアブレーション 
心臓に関しては、不整脈治療のための心筋焼灼術は向上した。 

③ 大動脈バルーンバンピング 
大動脈バルーンバンピングは、この 10 年で著しく進歩した。 

④ カルテシステム 
診断するためのカルテシステムは、この 10 年で著しく進歩した。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 血管超音波 
血管を治療する際、血管の状態を知るために血管超音波を行うが、正確な診断ができな

い。血管の状態が細胞レベルでどうなっているか、解像度の向上が望まれる。 

② カテーテル検査 
カテーテル検査については、10 年間で大きく進歩した。10 年前は大腿動脈から挿入して

いたが、次に上腕動脈から挿入可能になり、現在は橈骨動脈からの挿入が可能になった。

カテーテル径も以前は６～７Fr（フレンチ）だったものが４～６Fr になり、穿刺の穴が小
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さくて済むようになった。 

現在は血管内にカテーテルを入れるなどの検査は入院しないとできないが、低侵襲の観

点からは、これらの検査が外来でできるようになるといいだろう。 

③ 薬剤溶出ステント 
薬剤溶出ステントは、正常な修復反応（再内皮化）の促進が課題である。現在は、ステ

ントに塗布された薬剤が、ステント表面における再内皮化を抑制し、これが血栓症のリス

クを高めている。患者は、血栓症を予防するために血小板抑制剤を飲み続けなくてはなら

ない（通常のステントの場合は抗血小板薬の服用期間は約１ヶ月である）。服用は１日１回、

１か月あたりの治療費は約１万円である。長期間にわたり薬剤服用のわずらわしさ、経済

的な負担が伴う。また、抗血小板薬の服用中は血液が固まりにくくなることから、手術が

できなくなる、事故などで大出血をしやすくなる、消化管出血（胃潰瘍など）を生じやす

くなるなど、出血のリスクを抱えることになる。 

④ ＣＴ 
冠動脈ＣＴの技術も進んでいる。64 列のＭＤＣＴの登場で高速で撮影できるようになり、

冠動脈の撮像が可能になった。今後、冠動脈ＣＴがさらに進展し、外来である程度の診断

が可能になれば、多くの患者が検査のための入院をしなくてよくなる。 

将来的には 64 列ＣＴがカテーテル検査に置き換わる可能性もあるが、現在の技術水準で

はＣＴはカテーテル検査ほどの精度がない。特に石灰化がある病変の内側を撮影できない、

ポジティブかどうかがわからないなどの問題がある。今後 256 列ＣＴが登場すれば、それ

らも解決されるかもしれない。また、心房細動や不整脈がある人では心電同期ができず、

ＣＴを使用できない。 

⑤ ＭＲＩ 
ＣＴは被爆の問題があるため、臨床現場としては被爆のないＭＲＩの高速化と高性能化

を望んでいる。すでに脳領域ではＭＲＩで頚動脈を撮像できるようになったが、心臓は拍

動するため十分に解像度を得られない。高速化と高精度によって心領域でもＭＲＩ診断が

可能になるだろう。 

脳動脈瘤については、以前はＸ線を用いた血管造影検査（アンギオ）が必要だったが、

ＭＲＡで破裂前の動脈瘤を診断できるようになった。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 心筋梗塞を予測する機器 
実現が望まれる新規の医療機器は、心筋梗塞を予測する機器である。血管の破裂や急性

の閉塞は、狭窄がなくても生じることがある。動脈硬化は血管の外側で起こるため、これ

を検出し、心筋梗塞の発症可能性を診断できる機器の実現が望まれる。 
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② 新生血管の状態から動脈硬化を診断する技術 
微細な新生血管の状態を検出し、動脈硬化の進行状況を診断できる技術も必要である。

基礎的な研究によると、血管新生が動脈硬化の進行にある程度関与することがわかってい

る。既存の診断機器で血管新生を可視化できないため、これが実現すれば大きな進展であ

る。 

既存の機器で血管新生の様子を捉えられない理由は、血管内超音波内視鏡の挿入可能範

囲のさらに奥に新生血管ができるために超音波が届かないこと、新生血管は顕微鏡で組織

学的に観察されているほど細いため、現段階の血管内超音波内視鏡の解像度では検出でき

ないことがあげられる。血管は一本の径が 10～20 ミクロンであり、一平方ミリメートルあ

たり何百本もある。それらの血管を定量化できる技術が今はない。 

新生血管を検出する方法としては、血流の検出や、新生血管に特異的なインテグリンを

使った分子イメージングなどが考えられる。 

こうした技術ができることで、急性冠症候群（これまで何も症状のなかった人が突如、

心筋梗塞を発症するといったケース）において、疾患を予測・予防できるようになる。 

従来はトレッドミルやシンチグラフィで診断していたが、内腔が狭窄していない場合に

はこうした症状は予測できない。これまで無症状で、既存の検査法で異常を検出できない

人の診断が、現在、問題になっている。 

しかし全ての人におこるわけではない。顕微鏡で組織学的にみれば特異的な変化が起こ

っている。それが炎症細胞の浸潤や新生血管などであることが分かっている。原理は分か

っても、それを診断や治療に活用できていない。 

③ 血管の性状を細胞レベルで確認できる技術 
血管の性状を細胞レベルで確認できる技術がほしい。再狭窄が起こりにくいと判断でき

る場合は通常のステントを使用するが、現在の造影検査だけでは再狭窄を起こすかどうか

を正確に判断できない。特定の細胞を蛍光染色する分子イメージング技術の開発が進めら

れているが、臨床応用の段階にはない。今のところ組織顕微鏡と同程度の精度を得られる

イメージング装置はない。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

予測機器や定量化機器の開発予定は、分子イメージングやＭＲＩで分かるような物質を

細胞に蓄えさせて、不安定なプラークを描出するという研究を行っている。 

 

6）その他 

大学（臨床系研究室）は基礎的な研究を行うが商品化する力がない。大学の研究の背景

にある臨床側のニーズと、民間企業の工学的な技術力とをうまく組み合わせられるような
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仕組みが望まれる。 

民間企業は、ある程度できたものを商品化するより、その前の段階から大学とコミュニ

ケーションをとり、臨床側の要求を理解し、その理解に基づき、より基礎的な段階での投

資をできるようになるとよい。 
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（13）日本大学医学部附病院 循環器内科 部長 平山 篤志先生 

1）専門分野 

専門領域は循環器病の中の虚血性心疾患である。 

日本大学医学部附属板橋病院の循環器内科で実施頻度の多い手技はＰＣＩ（カテーテル

インターベンション）である。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 治療 

a） カテーテルインターベンション 
急性心筋梗塞に対する再灌流療法の中で、この 10 年で患者のＱＯＬ向上等に貢献したの

は、カテーテルインターベンションである。特に、ステントの発展がめざましい。 

虚血性心疾患のターミナルにおいて、生命予後に大きく影響するのは急性心筋梗塞であ

る。ステントが生命予後の改善にどの程度役立っているかは、もう少し検証が必要である。 

② 診断 

a） 超音波内視鏡（IVUS）、血管内視鏡 
心臓血管領域の診断において最も進歩したのは、超音波内視鏡や血管内視鏡である。血

管内の性状を血管内から撮影した画像が得られるようになり、心筋梗塞を起こしやすいプ

ラークの状態が診断可能になった。解像度は 100μm 程度である。 

血管内視鏡は、直径が約 0.75 ミリで、中に約 6,000 本のファイバーが入っている。血管

の中にガイドカテーテルを入れ、これに沿わせながら血管内視鏡を挿入し、生理食塩水で

レンズ付近の赤血球を洗い流しながら血管内壁を撮影する。 

今後、ＣＴよりも精度が 10 倍高い OCT（光干渉利用断層画像システム：Optical Coherence 

Tomography)が登場する。これは、IVUS（血管内超音波）と血管内視鏡の中間的存在になる

だろう。より高精度な医療機器が登場することで、詳細な診断が可能になる。ただし、血

管内視鏡も IVUS も OCT も、血管の中にカテーテルを入れなければならず、患者にとって侵

襲的な手技である。 

b） ＣＴ、ＭＲＩ 
ＣＴは、冠動脈造影を代替する程度にまで診断能力が向上した。ただし、撮影時に被爆

することと、造影剤を必要とすることから、完全に非侵襲とは言えない。ＣＴの空間解像

度は 500μm で、IVUS 等の精度とは５倍の差がある。今後 10 年間でＣＴの精度が５倍改良

されれば、ＣＴが今の IVUS を代替する可能性はある。また、ＣＴとトレッドミルのみでバ

イパス手術の要否を決断できるようになるかもしれない。 

ＭＲＩの空間解像度は 1mm 程度にまで高精度化した。循環器領域では、現状の解像度で
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はまだ不十分だが、ＭＲＩはＣＴよりも侵襲性が低いため、今後 10 年間の開発次第では、

ＭＲＩがもっとも代表的な診断方法になる可能性はある。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① ステント 

a） 再狭窄や血栓症の予防 
ステントの第一の課題は、再狭窄や血栓症をなくすことである。 

ＤＥＳは再狭窄の問題はカバーしている。しかし、これまでベアメタルステントで十分

だった患者にＤＥＳを入れることや、ＤＥＳを入れることによって別のリスクを増やしう

ること等の是非を問い直す必要がある。 

また、ＤＥＳを一度留置すると長期間抗血小板薬を飲み続ける必要があり、患者にとっ

ての負担となっている。侵襲性の低下のために、抗血栓薬を入れる方法や、EPC(Endothelial 

Progenitor Cell)をとらえる薬を使う方法などが試みられているが、発想そのものを変え

る必要があるかもしれない。 

b） ステント留置箇所の血管内皮の増殖性の維持 
ステント留置箇所の血管内皮の増殖性を抑制しない、もしくは血管内機能を正常に保つ

ことが課題となっている。 

薬剤溶出型ステント（ＤＥＳ）には現在、平滑筋細胞の増殖を抑制させるシロリムスや

パクリタキセルが使用されているが、ステント留置後に皮膜が十分にできないために血栓

ができることが懸念されている。塗布する薬の改善が使い勝手の改善につながると期待さ

れている。ただし、実際には様々な要素が絡んでいるため、薬を変えただけでは解決しな

い可能性もある。 

c） ステントの硬さ・形状 
ステントの形状については、血管が屈曲した部位であっても、留置時に形状記憶合金の

ように撮影した形のとおりに入れられるなど、造型機能の付加が求められている。現在の

ステントは、留置した際に疾患部位前後の正常な血管の形まで変えてしまう。一方で、あ

る程度の張力がなければ病変部位の血管は縮んでしまう。この相矛盾するものをどこで折

り合いをつけるかが問題である。 

ステントは硬ければ硬いほど丈夫になるが、硬いステントは曲げにくいため血管の屈曲

の大きい部位には留置しにくい。今のステントにはシース20がつけられており、留置しやす

いよう配慮されているが、構造が複雑になるといった問題がある。 

                             
20薄肉のプラスチックチューブの末端に、血液の漏洩を防止し、かつカテーテル類が挿入、抜去できる弁
体のついたデバイス 



- 103 - 

d） 異物としての残存 
理想的なのは、生体吸収性材料を用いたステントである。生体吸収性のステントは血管

内に異物を残さないため、こうした発想は、今後のステント開発の方向性として存在し続

けるだろう。今は、いったんステントを留置すると、その部位に別の疾病が発症してもス

テントがあるためにバイパス手術ができないなど、ステントが将来の治療を制限している。 

② 超音波内視鏡・血管内視鏡 

a） 臨床データの蓄積 
目下の課題は、超音波内視鏡や血管内視鏡で見つけた不安定プラークの治療に関する臨

床データを蓄積し、EBM（Evidence-based medicine、根拠に基づいた医療）につなげるこ

とである。今後 10 年間で治療方法が確立されれば、心筋梗塞を激減できる可能性がある。 

b） 操作性・柔軟性の改良 
超音波内視鏡や血管内視鏡をもっとハンドリングしやすくなるよう、改良する必要があ

る。今は、患者の血管の中にデバイスを挿入するプロセスで医師の熟練を要する。 

血管壁をさまざまな方向から見たいため、血管の形に沿わせながらも、カメラが回転で

きるような機械の改良が必要である。 

現在は、血管の走向に沿って直線状のものを入れているため、曲がった部分は直線状に

伸ばして見ることになり、血管をそのままの状態で見ていない。これを解決するには機器

の小型化や弾力性の向上が必要だが、やわらかすぎても操作性が悪化するため、素材の選

択が難しい。 

血管は、心臓の拍動に伴い血管径や位置、形状等が変化するため、拍動に合わせた撮影

ツールが必要である。 

c） 不安定プラークの検出 
現在は、血管内視鏡で撮影された血管内のプラークを色によって判断しているが、色だ

けでは情報が不十分である。特定の波長の光を照射する、マーカー物質を流すなどによっ

て、たんぱく質を染めることができるとよい。いかに簡便に患者をスクリーニングして、

不安定プラークを見つけるかが、しばらくは開発ターゲットになるだろう。 

③ ＤＣＡ 
ＤＣＡは臨床現場ではあまり使われていない。今後は臨床現場からなくなるだろう。 

④ カテーテルアブレーション 
カテーテルの低価格化と薬事承認の迅速化を望む。現在米国で使用されている高機能な

機種の焼灼器を臨床に導入できれば、より安全な治療が可能になる。例えば、マッピング

しながら焼灼できる機種や、冷凍したあとに焼灼する機種などである。日本にはこうした

高機能のカテーテルが導入されておらず、一世代以上前のものが使われている。 

⑤ ＣＴ・ＭＲＩ 
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ＣＴの性能については、狭窄度が実際よりも強く見えることがあるなど、診断の正確さ

にいっそうの改良が求められる。外科の領域では、まだＣＴの診断能力に対して不安を感

じており、冠動脈造影とＣＴの侵襲は同程度と捉えられている。 

ＣＴやＭＲＩでは、現在、主に形態画像を描出している。今後は、バルネラブルプラー

ク（破裂しやすい病変）を検出できるようになること、不安定プラークに特異的なたんぱ

く質を用いた分子マーカーを活用して質や機能の情報を抽出できること等が求められる。 

不安定プラークの中ではマクロファージ21や、Ｔ細胞22などによる炎症が起きているとい

われている。炎症が非常に強いところでプラークが破れていたり、不安定なプラークがあ

る場合に特異的なたんぱく質の量が上がっていたりする状況を、色解析ソフトを使って識

別できるようになるといい。例えば、マクロファージは鉄を貧食するため、マクロファー

ジが貧食しやすいものを血液の中に入れれば、マクロファージが貧食した鉄が溜まり、血

管のプラークが濃く見えるはずである。この方法であればＭＲＩで抽出できる可能性があ

る。 

⑥ 血管内ロードマップの作成 
血管内の疾患部位は、カテーテルによる冠動脈造影で血管の位置を確認しながら判断し

ている。カテーテルの先端から約１～２ミリの範囲が見えるが、場所を特定するには非常

に大まかな指標であり、機械の改良が望まれる。 

⑦ ペースメーカー 
ペースメーカーの課題は、低価格化とリード線からの解放である。リード線がはずれた

り、折れたりするといったリスクがあり、患者の負担になっている。将来的にはリード線

ではなく、発信器によるシグナル操作が可能になれば余分な線が不要になる。また発信機

による操作はリード線に起因する感染症の削減にもつながる。この実現可能性は大いにあ

ると考える。 

⑧ ＩＣＤ 
ＩＣＤについては、現在のものよりもサイズを小さくすることが求められている。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 血管径の広い部分で起こりうる急性心筋梗塞の診断・治療 
これまで急性心筋梗塞は、血管の動脈硬化が悪化して血管が狭くなった部分から起こる

                             
21 強い貪食能（食作用）のある大型細胞。全身の臓器組織に広く分布する免疫細胞の１つ。血液中の単球
と呼ばれる白血球の仲間が、血管から抜け出すと、局所で成熟してマクロファージになる。 マクロファ
ージは、ほぼ全身に分布し、異物が浸入すると殺菌するなどの働きをする。 

22 ウイルス感染細胞などを直接認識してこれを破壊する細胞傷害性 T 細胞（通称キラーT 細胞、CD8+ T
細胞）と、認識した細胞を活性化する T細胞（通称ヘルパーT細胞、CD4+ T細胞）がある。 
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と考えられていた。しかし最近、血管の広い部分でも起こることが分かってきた。よって、

血管の狭い部分を治療しても患者の予後の改善にはつながらない。 

血管の広い部分で、かつ心筋梗塞を発症しうる部分の診断・治療手法の開発が必要とさ

れている。 

② 血管内の性状に応じた治療技術 
血管内視鏡で血管内を撮影すると、プラークが破れて黄色く見える箇所や血小板が付着

して光って見える箇所などがあり、非常に複雑である。今後は、血管内視鏡でこうした病

変を診ながら、血管内の症状に応じた治療を行うことが必要である。 

これまでの診断技術では、血管の狭いところは同じ症状にしか見えていなかったが、IVUS

や血管内視鏡によって、その性状を今までより詳しく見られるようになってきた。診断技

術と病変ごとの適用判断力を向上させることは、より低侵襲な医療機器の開発につながる。 

③ 治療機能をもつ血管内視鏡 
将来的には、血管内の不安定プラークを発見した際にそのまま治療を行えるよう、血管

内視鏡に治療機能が付加されることが望ましい。血管内視鏡に治療機能を付加するメリッ

トは、血管内の様子を見ながら治療ができること、診断と治療が一度で済むため侵襲が少

ないことである。 

血管内視鏡では、冠動脈造影で判断の難しい、血管が狭窄していない場所にできたプラ

ークの診断が期待されている。ただし現在のところ、血管の広い部分にできたプラークの

治療は難しい。血管に幅がある箇所へのステント留置は困難であり、血管全体に処置を施

すことや、薬による治療も安全性が保障されていないためである。 

例えば、血管内視鏡で血管内壁を見ながらプラークを吸引する、プラークの破れた部分

をシーリングするなどの操作ができるようになれば、治療方法が大きく変わるだろう。 

治療の成果は長期的に経過を観察しなければわからない。血管内視鏡による治療と、ス

テント留置、または投薬による治療を１年後、２年後、５年後、６年後で、それぞれの予

後を観察する必要がある。 

④ 心筋梗塞のリスク診断 
患者の視点では、「心筋梗塞を起こすリスクのある人」を発見することが求められている。

従来の手法では「心筋梗塞のリスク」まではわからない。 

リスク診断には、ＣＴによるスクリーニング、血液検査によるスクリーニング、その他

の画像診断（非侵襲的、侵襲的的）などの手法が考えられる。 

⑤ 複数の疾患が重複した患者を診断できる技術 
数種類の疾患を併せ持つ患者なども安心して受けられるような診断機器の開発が求めら

れる。心筋梗塞についてはトレッドミルや超音波検査をもとに診断するため、たとえば糖

尿病と高脂血症を併発した患者であっても、血管内に狭窄がなければ異常があるとはみな
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されないのが現状である。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 血管内視鏡の開発 
血管内視鏡は日本が世界に発信できる唯一の機械である。海外の臨床家も興味を示して

いる。しかし、日本社会には５～10 年後に焦点を当てた開発や、世界のマーケットへの進

出に対する積極性がない。また、現在のところ、血管内視鏡の使用頻度は IVUS の 1,000～

100 分の１程度で、普及しているとはいいがたい。 

米国へ進出するためにはＦＤＡの認可が必要だが、侵襲的な診断機器の場合、治療にも

使える、あるいは治療方法の判断に使えるなど、病態の把握以外にもメリットがなければ

認可されないだろう。血管内視鏡はＣＴや他の診断機器のように繰り返し使うことができ

ないため、コストパフォーマンスの課題もある。 

まずは、国内で開発してデータを蓄積し、画像や機能性の改良や、付加的な機能開発を

進める必要がある。 

② 学会の役割 
新しい治療法の開発においては、その分野の学会が積極的に動いていくべきである。し

かし、ひとつの学会がすべてを指導、管理することは難しいため、他の学会との連携によ

り、互いに率直な意見を寄せたり、注意を促せたりするような関係を築くことが必要だろ

う。学会の主体的な動きにより、学会と医者の倫理性を保っていることについても強調す

べきである。 

臨床現場にとっての医療機器開発の問題点は、病院や医師にリスクだけがかかり、金銭

的なバックアップがないことである。臨床現場はリスクを恐れて開発をやめてしまいがち

である。学会や医師会がこの問題をもっと大きい声で訴え、臨床研究開発の支援を増やす

よう働きかけていかなければならない。 

 

6）その他 

日本企業の多くが、新規の医療機器の開発に消極的なため、わが国での民間企業と臨床

現場との共同開発は困難である。 

この背景には、(1)民間企業は短期的な視点でマーケットを拡大することに重点をおきが

ちである、(2)治験までたどり着いても厚生労働省から認可が下りないため商品化できない、

などの問題がある。 

また、厚生労働省や医師にはリスクを背負って新たな医療機器を導入しようとしない保

守的な傾向がある。これにはマスコミなどが新規の医療機器や医療品が成功しなかった事
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例を非常に批判的に報道することも影響している。 

現状のままでは、長期的視点のもとで巨額の投資をしている欧米企業には太刀打ちでき

ない。 
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（14）葉山ハートセンター 心臓血管外科 心臓外科センター長 磯村 正先生 

1）専門分野 

専門分野は、成人を対象とした心臓血管外科である（成人の先天性心疾患を含む）。 

同センターでは、成人を対象とした一般的な心臓血管外科手術をすべて実施しており、

年間 300～400 症例の実績がある。実施頻度の高い手技は、バイパス手術および弁の手術で

ある。そのほかは、大血管手術（40 症例）、心筋症の手術（40 症例）である。心筋症には、

虚血性と突発性（拡張型心筋症など）とがあるが、ここでは心臓移植の必要性の高い重症

患者が半数を占める。成人の先天性心疾患で最も多いのは弁膜症であり、年間約 10 症例あ

る。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

心臓血管外科領域では 10 年が非常に昔のことのように感じられるため、すべての医療機

器が新しくなったと言える。 

① 診断機器 

a） 超音波 
超音波診断装置は、非侵襲的に繰り返し使用できる。とくに拡張型心筋症の治療計画

を立てる際は超音波による診断が重要となる。 

この５年でスペクトルトラッキングエコー技術により、３次元での画像診断が可能と

なり、画像の質は向上した。 

b） ＣＴ 
ＣＴ画像を３次元的に構築できるようになったため、バイパス手術後のＣＴ検査の際

に造影検査を行う必要性がなくなった。外来診療の際にも、たとえば心電図で異常が見

られた場合は３次元ＣＴ検査を行う。その検査で異常が発見されたら、カテーテル造影

検査を行う。ただし、ＣＴの性能の向上に伴い、カテーテル造影検査がいずれＣＴ検査

に置き換わる可能性は十分ある。 

② 治療機器 

a） オフポンプ CABG 
オフポンプＣＡＢＧの普及の背景には、スタビライザーなどの補助装置の進歩がある。

スタビライザーの普及についてはコマーシャルを打ち出したこと、保険適用が実現した

ことによるところが大きい。 

そのほかには心臓を持ち上げる吸引機や、自動吻合器（静脈を大動脈につなぐ）など

の発展が著しい。 

b） カテーテルアブレーション治療 
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心房細動に対する手術としてメイズ手術がある。これは心房の筋肉を一旦切開し、再

び縫合する手術である。当初は、切開・縫合に時間を要していたが、現在では切開に沿

ってバイポーラ方式（エイトリキュアとカルデュアブレーンが認可を受けている）を採

用することにより、20～30 秒で縫合が可能である。また、バイポーラ方式は出血の危険

性を軽減させる。手術に際しては特殊な技術は必要なく、誰もが実施可能である。弁の

手術であれば手術時間は約 15 分である。 

c） 人工血管 
従来は、脳動脈瘤の手術に 10 時間かかったが、最近では約５時間にまで短縮された。 

d） 血管吻合 
脚などから摘出した血管をバイパスとして縫合する際、大動脈にあまり触れることな

く、小さな穴を開けるだけで縫合できる。従来はサイドクランプを行っていたが、現在

は小さな穴を開け、そこからバルーン付きの特殊な器具を挿入しパンチアウト法を用い

て縫合する。以前、自動吻合器が開発されたが、吻合後、数ヵ月経過すると吻合箇所が

詰まってしまうことが判明し、使用不可となった。自動吻合ではなく、やはり手縫いが

良い。 

③ 内シャント 
内シャントの開発により、血流を確保した状態でのバイパス手術が可能となった。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① ＭＲＩ 
ＭＲＩは精度を高めなければならない。ＭＲＩは心筋のバイビリティ検査等に使用さ

れているが、この 10 年で格段に性能が向上したとは言えない。精度の観点では、心臓超

音波検査（心エコー）よりも劣っている。 

 

4）その他 

① ロボット手術 
同センターでは、イソップ（AESOP：Automated Endoscopic System for Optimal 

Positioning）を導入しており、手術症例数は 20 症例である。ロボットを用いた手術は高

度な技術を必要とし、リスクが高いにもかかわらず、保険点数に反映されない。また、手

術時間も長い。ただし、ロボット手術は、小切開手術であるため、患者への負担は小さい。 

高額医療機器を使用し、患者へのメリットも大きいと考えられる治療については適切な

保険点数を検討するべきである。患者へのメリットを測定する指標は、患者満足度である。 

ロボット手術の際には内視鏡を使用するが、心臓外科医の多くは内視鏡手術のトレーニ
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ングを受けていない。 
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（15）昭和大学病院 心臓血管外科 教授 手取屋 岳夫先生 

1）専門分野 

専門分野は心臓血管外科である。専門とする主な疾患は、虚血性心疾患、狭心症、心筋

梗塞などで、これに対するバイパス手術、心不全になった後の外科的治療を行っている。

次に多い疾患は、大動脈弁、僧帽弁を中心とした弁膜症、大動脈疾患（大動脈瘤、急性大

動脈解離など）に準ずる疾患である。末梢血管関連では、腹部大動脈瘤や、それ以外の閉

塞性動脈硬化症、それに準ずる疾患などである。 

実施頻度の高い手技は、人工心肺を使った心臓の手術が年間約 160～200 症例、血管疾患

が年間約 150 例である。手取屋教授が昭和大学医学部附属病院と他院で直接関与している

手術は、年間 220～230 症例、多い時で 270～280 症例である。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断技術 

a） 超音波診断技術 
この 10 年で、特に心臓超音波診断技術のクオリティが向上している。機器としての成熟

度が高まったとともに、この技術をよく使う臨床医のスキルが上がり、診断精度も向上し

た。最近の機器では、心臓の中の形態の描出、３Ｄ画像の描出ができるようになっている。

僧帽弁や大動脈弁の治療の際は、エコーの画像から治療方針を検討できる。数値化された

情報が得られることや、データに再現性があることが当該機器を使うことのメリットであ

る。これまでは「中等度」といったあいまいな指標だったが、最近の機器では「何 cc」と

いった明確な数値が示されるため、とくに重症度の判定が容易である。 

ただし、心臓超音波診断技術に対する意識は、医療施設によってかなり温度差がある。 

b） ＣＴ 
ＣＴは、３Ｄ画像の構築や画像精度において近年めざましく発展した。例えば、胸腹部

大動脈瘤の診断・治療では「アダムキービッツ動脈」の描出が必要であるが、こうした脊

髄領域の動脈描出もできるようになってきたことは、かなりの進歩である。 

また、この２～３年で、栄養動脈が脊髄のどの範囲に栄養を供給しているかを、形態的

に、ある程度把握できるようになってきた。栄養動脈の描出の確度が、まだ完全には保障

されていないことが今後の課題である。また、現在の技術レベルでは、形態上の特徴と実

際の機能とを完全にはひも付けられておらず、手術の際にどういった保護が必要かを検討

するための手法も確立されていない。したがって、こうした画像情報が手術成績に直接的

に影響しているとはいいがたい。 

② 治療 
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a） カテーテル 
冠動脈疾患の治療において、カテーテルは重要な医療機器のひとつである。カテーテル

治療で使われる機器については、カテーテルの精度や、画像のクオリティが向上した。 

b） 人工心肺や人工心肺 
手術に使われる機器については、人工心肺や人工心肺といった周辺機器のクオリティが

この 10～20 年で非常に向上した。 

c） ラジオ波焼灼器 
不整脈治療のために行われるメイズ手術では、ラジオ波焼灼器が用いられる。ラジオ波

のパワーで、心臓の刺激伝導系を確実に焼灼できる。これまでは冷凍凝固技術のみであっ

たため、手技の選択肢が広がった。ラジオ波焼灼器が適用される疾患の患者数は多いため、

医療機器メーカーが積極的に製品化を進めているようである。 

なお、日本では、ラジオ波焼灼器は電気メスの一種として認可されている。また、ラジ

オ波の他、マイクロウェーブや超音波などでも同様の焼灼器が開発されているが、日本で

は認可されていないのではないか。 

d） 手術支援ロボット 
手術支援ロボット「da Vinci」は、手術を安全かつ簡単に実施するための道具としてデ

ザインされている。特別な手技に対して特別な手段を提供するものではない、その意味で

は、たとえば、これまで手が震えて手術の難しかった医師が震えずに手術できる、人の手

では縫合の難しい部位をロボットの活用により縫合できる、といった目的も有すると考え

ている。ヨーロッパ、米国、アジア各国ではすでに臨床現場で活用されている。 

「da Vinci」の利用に適しているのは、胸腔内、腹腔内、肝臓の深い部分、骨盤、婦人

科領域、前立腺などの部位である。これらの部位については、「da Vinci」の利用により非

常に安全に手術を実施でき、画像なども確立されている。 

e） スタビライザー、シャント 
冠動脈バイパス手術では、心臓を動かしたままで手術するための補助的な装置、例えば

スタビライザーやシャントなどは、製品の品質が安定し、非常に使いやすくなった。10 年

前はほとんどの例で心臓を止めて手術を行っていたが、手技が確立され、ほとんどの症例

で心臓を動かしたままで手術できるようになった。こうした機器の発展により、それなり

のスキルを身につけていれば、誰にでもきちんと手術ができるようになってきた。 

f） 電気メス 
超音波メスなどが心臓領域の手術でよく使われるようになった。これは医療機器自体が

良くなった面もあるが、臨床現場が機器の適用方法の検討を推進した結果、手技のクオリ

ティが保たれるようになり、使いやすくなったことが影響している。 
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3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 人工弁 
人工弁については、世界の市場には様々なクオリティの製品が市販されている。しかし

日本では、世界で使われている人工弁のごく一部しか使用できないという問題がある。日

本で使えるインプラントは、世界の製品動向から最小で 3年、最大では 10～15 年は遅れて

いる。 

② 人工臓器 
この 10～20 年で、世界では様々な埋め込み型の補助人工心臓が開発されてきたが、日本

ではいずれも使用できない。こうした状況の中では、日本の医師は既存機器の問題点の検

討すらできない。もう少し根本的な部分を改善する必要がある。 

植込み型ペースメーカについてみると、日本で使われているペースメーカは国外で使わ

れている機器の１～２世代前の機種である。 

③ スタビライザー、シャント 
スタビライザーやシャントのマーケットは安定してきたが、今後さらに、良い製品の開

発を期待する。 

④ 人工材料 
たとえば冠動脈バイパス手術は、すでに死亡率が低い手術となっている。これをより安

全にするには、素材の生体親和性を高める等が必要である。 

⑤ ロボット手術 
冠動脈バイパス手術は、すでに死亡率が低い手術となっているが、これをより安全にす

るためには、ロボットの導入などがひとつの方法として考えられる。 

日本では、マスコミの報道等によって、手術支援ロボット「da Vinci」は一部の特別な

医師のための道具という誤った印象が根付き、薬事承認が遅れるという弊害が生じている。

日本には４台の「da Vinci」が導入されているが、薬事承認されていないため、すべてド

クターズライセンスで輸入されている。さらに、「da Vinci」を使った手術が混合診療にあ

たるという議論が生じ、患者の治療に使いにくくなっている。日本に導入された da Vinci

は世界で使われている機種の３世代前のもので、世界ではもっと高機能な最新機器で手術

が行われている。 

da Vinci は、手術を上手くできない医師がより簡単で安全に手術できることを目的とし

て開発された機器だが、この効果についての科学的考証や、学会が機器の普及に関与する

といった動きは今のところない。 

⑥ 電気メス 
電気メスのパワーが体に直接伝わらないといった、新しい操作ができる機器が開発され

ると興味深い。たとえば、新しいパワーソースの開発をすることが必要となるだろう。こ
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うした開発には、異分野の技術者や、臨床家等の連携が必要である。 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 人間工学に配慮した医療機器 
現在、臨床現場で使用されている機器について、手の動きなどを踏まえて人間工学的に

正しい構造になっているかを評価してもらい、評価結果を踏まえた機器の改良・開発が行

われると興味深い。改良すべき点を、医療機器の専門家や人間工学の人たちとの連携で開

発していけることが望ましい。 

② 再生医療 
再生医療を心臓血管系の治療に活用できると良い。血管系は、ステントなど低侵襲の技

術開発が進んでいる領域である。今後、開発された再生医療技術を臨床現場がスムーズに

使えるようになることが望ましい。 

③ トレーニングシステム 
将来的に、マイクロサージェリーを実施できる医師が減ることへの懸念から、実際の手

術の映像を実体験できるようなトレーニングマシーン、シミュレーション機器は、今後必

要になるだろう。若手の医師がこうしたシステムで練習しておくことで、初めての手術が

より安全になるという点で、必要性が高い。一方で、治療技術がどのように発展するかに

よって、トレーニングシステムの必要性は変わる。現在は開胸せずにできる手術はまだ限

られているが、完全に人工心肺を使用せずにできる手術が増えると、外科的治療のトレー

ニングの必要性は下がるかもしれない。その場に応じたニーズを、状況をよく見て判断す

る必要がある。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

血管内治療の一部として、大動脈弁、僧帽弁で、今までのように人工心肺を使わないデ

バイスはすでに開発されている。欧米では、実際に臨床応用がされているため、これらを

日本でもできるだけ早く、試すことができるようになることが望ましい。 

 

6）その他 

① 医療機器の薬事承認のしくみについて 
日本では医療機器の認可に時間がかかり、世界で使われている最新の機器を使えない状

況にある。 

嘆願のために役所に行くと、様々な診療科の医療機器をひとりの役人が担当している等

の状況を目にする。医師ですら他の診療科の機器の評価が難しいため、役人がこうした機

器の評価をすることのハードルが高くなるのは当然である。認可の仕組みや考え方を見直
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す必要がある。 

このままでは、日本は、先進国でありながら、アジア諸国のなかでも遅れをとり続ける

ことになる。 

② 医療機器の開発のあり方 
現在の臨床現場に、ある程度の医療機器はそろっている。したがって、現在は診断・治

療時に医療費の負担が大きなものを比較的リーズナブルに使えるようするための開発や、

開発したものをいち早くフィードバックするといったシステムづくりが重要である。 

医療機器メーカは、よい治療を行うためにはどうすればよいかという視点で、医療関係

者を意識するだけでなく、その先にいる患者に対して何ができるかを考え、先を見据えた

開発に取り組むべきである。 

たとえば低侵襲で傷が少なくなれば、感染の危険性は低くなり、それが医師のスキルア

ップにもつながる。これをさらにブラッシュアップしていけば、患者にとって良くなるこ

とは間違いない。 

③ 医療機器に関わるネガティブデータについて 
たとえばステントグラフトが実際に使われる症例のうち、手術を行うのが危ないために、

血管内治療を採用するケースでは、併発している他の疾患等の関係で適用が狭くなってい

ることが多い。例えば 85 歳で瘤が破裂するかもしれないが、呼吸機能も悪いために手術は

危険だという場合、この患者にステントを留置することが本当に妥当かの判断が難しい。

医療安全と表裏一体の決断を下す必要がある。 

難しい症例に取り組み、ネガティブデータも含めてデータを出すことは非常に重要であ

る。しかし、ネガティブデータは医療機器メーカーにとって非常にリスクが高く、臨床家

にとっても慎重な対応が求められるデータ収集になるという問題がある。ネガティブデー

タの収集にはマイナス面もあるが、医療機器の改善につながるという観点から、きちんと

したバックアップ体制を構築しておく必要がある。 
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（16）慶應義塾大学医学部附属病院 心臓血管外科 教授 四津 良平 先生 

1）専門分野 

専門は心臓血管外科である。対象部位は、心臓や大血管である。 

主な疾病は、後天性心疾患を中心としている。 

慶応義塾大学病院の教室としての手技の年間の実施件数は、開胸術が 350 件、低侵襲心臓

手術（MICS）を約 70 件実施している。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 治療 

a） 人工心肺等 
人工心肺およびその関連器具、カニュレ、人工肺などは良くなった。改善された点は、

より生理的になってきた点。たとえば心筋保護などの面が改善されている。 

b） 手術用具 
鉗子、鑷子（ピンセット）、はさみ、などの手術用具は全体的によくなっている。国内外

製品の質が全体的に向上している。 

② 診断 
この 10 年で、診断機器の性能等が全体的に向上した。 

心エコーは、画像の精度が向上し、３D画像を描出できるようになった。 

CT は、64 スライス CT などの MDCT が普及したことで、血管造影の実施件数を激減させて

いる。ただし、血管造影を完全に代替するレベルにまでは達していない。 

内視鏡は、径が細くなったとともに、画像の質が向上した。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 画像診断機器 
CT や心エコー、MRI などについては、機器の単価をもっと下げてほしい。 

画像の精度については、現在のものでも必要とする情報はある程度得られているが、診

断精度の向上のためには、さらに画質を向上させるに越したことはない。 

② 手術用具 
手術用具は、より生理的に、小型化を推進してほしい。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 低侵襲心臓手術に使われる用具・機器の開発 
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四津教授が実施している「ポートアクセス手術」では、一般的な開胸手術で用いられる

手術用具よりも全体的に長くて細いものが必要とされる。また、こうした形状の違いがあ

っても、確実に手術でき、かつ、操作性のよいものが必要である。 

海外には、ポートアクセス手術のための手術用具を製造しているメーカがいるが、国内

メーカはこうした手術用具を作っているメーカはいない。 

ポートアクセス用の手術用具の操作性を向上させるには、自分の手に合わせて調整する

必要がある。現在は、四津教授が自ら、旋盤を使って手術用具を削る等の加工を行ってい

る。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① ポートアクセス法による低侵襲心臓外科手術 
心臓外科手術では胸骨を縦に切開する手術が標準的だが、喉元からみぞおちにかけて

20cm ほどの切開が必要となる。 

一方、ポートアクセス法による心臓手術では、胸骨切開を行なわず、肋間から心臓に到

達して心臓手術を行なうため、従来の心臓手術に比べて低侵襲である。「ポートアクセス

法」とは、「単一または複数の小切開、または'port(s)'から行う外科技術」の総称名であ

る。 

四津教授は、日本ではじめて「ポートアクセス法」による低侵襲心臓外科手術を導入し

た。わが国では、慶應義塾大学病院以外で、ポートアクセス法による手術を行っている病

院はほとんどない。術式がまだメジャーではないため、医療機器メーカがこれに対応でき

る手術用具を製造していないことが課題である。 

② わが国の医療機器の研究開発助成のあり方 
国はもっと税金を有効に活用すべきである。国の医療機器開発関係のプロジェクトをみ

ると、臨床ニーズを踏まえていない医療機器が非常に多いと感じる。研究のための研究に

なっていては、臨床現場で真に使われる医療機器は開発できない。 

この問題の要因は、提案内容が臨床ニーズをとらえられていないこと、採択方法に問題

があることの両方が考えられる。 

③ ロボット手術について 
近年、da Vinci によるロボット手術が脚光を浴びているが、心臓血管領域には、ロボッ

ト手術は不向きである。Da Vinci の利用に適しているのは、腹部領域や前立腺等だろう。 

海外では、da Vinci があちこちで使われているが、日本の医療経済の仕組みでは、維持

費がかかりすぎて採算が合わない。医療機関に対して、こうした先端医療技術を導入する

ための助成金などをもっとつけない限りは、今後も普及の見込みはないだろう。 

また、厳密にいえば、da Vinci はあやつり人形のような機器であり、ロボットではない。
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本当のロボット手術は、人間が操らなくても自動で動くものをいう。 
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3.1.2.2. 脳血管領域 

（1）三重大学医学部附属病院 脳神経外科 科長・教授 滝 和郎先生 

1）専門分野 

専門分野は、脳神経外科、脳血管障害、脳腫瘍、外傷、脊髄脊椎、小児疾患などである。 

最も多い疾患は、脳血管疾患、脳腫瘍、脊髄疾患である。 

三重大学病院の脳神経外科の年間の手術件数は 300 件程度である。脳血管障害が最も多

い（脳動脈瘤、血行再建術、脳動静脈奇形、脳内出血など）。脳血管障害が３割、脳腫瘍が

３割、脊髄・脊椎が３割である。脳動脈瘤については、脳血管内治療（塞栓術）20 件、開

頭クリッピング術 20 件程度を実施している。血管狭窄については、ステント留置術 30 件、

バイパス術５～10 件程度を実施している。脳腫瘍については、腫瘍摘出 30 件である。 

脊髄・脊椎の治療方法は除圧が主で、後方除圧・前方固定、前方除圧・後方固定などを

行っている。外傷、慢性高圧、定位で内出血をとる。シャント術の対象部位は、脊椎が多

い。脊椎腫瘍摘出術なども行っている。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 血管内治療 
この 10 年で、診療成績の向上に最も貢献したのは、血管内治療である。 

a） コイル 
開頭せずにコイルで塞栓できるようになった。急性期の脳内出血の患者の予後がかなり

向上している。10 年前までは開頭して手術をしていたが、足の付け根からカテーテルを挿

入することで治療できるようになったことは、きわめて低侵襲で画期的であった。約 10 年

前に登場し、その後、コイルが薬事認可され、コイルの材質やＸ線透視装置が向上して、

現在に至っている。 

b） 頚動脈ステント 
頚動脈のステントが平成 19 年 9 月から薬事承認がおり、使用できるようになった。それ

までは CEA（carotid endarterectomy: 頚動脈内膜剥離術）を行っていた。厚生労働省から

の認可を取得するのに 10 年かかった。治験の期間がＧＰＣの改定時期をまたいだため、申

請のためのデータを取り直さなければならなくなり、認可が遅れた。 

脳血管障害の治療方法は、開頭から血管内治療に向かっている。脳梗塞予防治療として、

頭蓋内血管の狭窄症に対する頚動脈ステント治療が行われるようになるだろう。 

現在のステントをさらに改良すればいいものになるだろう。 

欧米では頭蓋内にステントを留置する手技も始まっている。日本でも実施できるように
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なれば、現在は経皮的に治療できない難しい症例も、経皮的に治療できるようになる。 

② バイパス手術 
バイパスは頭蓋内外の吻合術などが行われており、手技の改良が進められてきた。医療

機器の面では術中の血管造影装置が進歩した。ポータブル型の装置や手術室への備付の装

置（開頭手術と血管内インターベンションを同じ場所で行える）、手術中の検査装置（ＣＴ、

ＭＲＩ）などがあげられる。これらは、血行再建、脳腫瘍のクオリティを高めるうえで有

用である。術中の画像診断装置。女子医がやっている。モニター。ＭＥＧ、ＳＥＰなど。 

覚醒下で麻酔をかけられる（アウェイクサージェリー）など、周辺環境も整ってきた。（ア

ウェイクサージェリーは、麻酔科チームの技能によるもの。薬剤の選択、使用量、濃度管

理など） 

③ 術前・術中の画像診断装置 
術前・術中の画像診断装置は重要である。現在は、ＭＲＩやダイナミックＣＴが用いら

れている。患者の状態をより詳しくわかったほうが、的確な医療を行えるという面で、低

侵襲医療に効果がある。脳は多くの領域を切除できないため、術前の診断と、術中の画像

診断が重要になる。リアルタイムに撮影でき、術中に反映できることが求められる。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 脳血管専用のステント 
ステントが進歩している。屈曲部位にも留置しやすいステントを開発してほしい。現在

は頭蓋内にステントを留置するときには心臓血管用のステントを流用しているが、脳血管

専用のステントが必要である。米国では脳血管用ステントの開発が進められており、日本

は出遅れている。 

 

4）医療機器の開発の方向性に関する提言 

術中の画像診断はほしいが、三重大学病院では、まだ導入していない。３年後の病棟の

建て替えの時期に導入したいと考えている。現在の装置は建物を建て替えるようなときで

なければ導入できないが、小型化・軽量化して、もう少し容易に導入できるような装置を

開発してほしい。 

大がかりで高額な装置は、導入や更新に時間がかかることが問題である。 
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（2）久留米大学病院 脳神経外科 主任教授 重森 稔先生 

1）専門分野 

専門分野は脳神経外科全般である。臨床では特に脳腫瘍、脳血管障害の外科的治療を専

門としている。 

久留米大学病院では、年間 450～500 症例の脳外科手術を行っている。そのうち、脳腫瘍

関連の手術件数は約 100 症例、脳血管障害関連の手術件数が約 100 症例となっている。主

な脳血管障害は脳動脈瘤（約７割は血管内治療）、脳動静脈奇形、脳梗塞（頚動脈の狭窄な

ど）などである。脳動脈瘤では直達手術とともに血管内治療を行っている。脳動静脈奇形

については、手術ないしガンマナイフ治療を選択している。頚動脈の狭窄についてはステ

ント留置術が多く、バイパス手術は以前に比べ減少している。 

近年は脊髄疾患の手術が増加している。従来は整形外科医が行っていたが、欧米では脳

神経外科医が行っており、日本でも脳神経外科による脊髄疾患の手術が増えている。ＭＲ

Ｉなどの画像診断により異常を早期に発見できるようになったこともあり、治療成績は良

い。 

表3.1-6 脳血管障害関連の手術件数の内訳 

疾患 処置件数 

脳動脈瘤 約 70 症例（うち７割は血管内治療） 

脳動静脈奇形 約 10 症例（約半数はガンマナイフ治療） 

狭窄症 50～60 症例（バイパス手術を含む。ステント留置術は 30～40 症例）

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 
この 10 年で画像診断技術が著しく進歩したが、同時に色々な治療上のガイドラインの作

成とその普及が脳神経外科診療全体に大きな影響を与えている。ガイドラインにより治療

の適応基準や治療指針が示された結果、治療成績が向上した。ただしガイドラインで示さ

れた治療指針は厳密なエビデンスに基づくものは少ないため、必ずしも正しいとは限らな

い。つまり最適な治療は４～５年ごとに変化する可能性があり、ガイドラインは常に改定

される必要がある。 

この 10 年で画像診断装置の精度が極めて向上した。例えば、ＭＲＩ、ＭＥＧ（脳磁計測

装置）などである。10 年前のＭＲＩの磁場強度は 0.5Ｔ、1.5Ｔであったが、近年は解像度

が向上し、3.0Ｔを主に使用している。さらに機能的ＭＲＩを使用することで、術前に神経

線維の走行と病変との関係を明らかにし（トラクトグラフィーと呼ばれる描出法）、マッピ

ングを行うことができるようになった。術中のマッピングも可能で、実際に繁用している。

実際の手術では、機能的ＭＲＩの画像と照らし合わせながら医療用ナビゲーションシステ
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ムも併用して、手術中に病変の部位と手術器具のアプローチや方法を確認している。ナビ

ゲーションシステムも日進月歩であり、その画面上で複数の画像を組み合わせることも可

能になっている。 

② 治療 

a） 脳腫瘍関連 
脳腫瘍関連では、手術とともに化学療法や放射線と組み合わせた治療法が広く行われて

いるが、従来よりも新しい薬剤が出ている。また、現在は術中にナビゲーションのほかエ

コーによって腫瘍の範囲を同定し、患者ＱＯＬからみて安全な範囲のみの手術、残りはガ

ンマナイフによる治療を行ったり、出血量を減らすため術前に血管を塞栓した後に低侵襲

治療を行い残りは放射線治療を行うなど、様々な手法と組み合わせた治療を行っている。

なお、手術には内視鏡も併用している。この 10 年で各種のモダリティの利点を組み合わせ

た治療が促進したといえる。 

b） 脳血管障害関連 
脳血管障害関連では、従来は脳動脈瘤の直達手術を行っていたが血管内治療の導入によ

り、手術に伴うリスクを軽減できるようになった。治療成績についても向上した。血管内

治療の導入の背景には、この 10 年で高齢化が急速に進みハイリスクな患者（高齢者）に対

しては難易度の高い治療法（脳動脈瘤の直達手術など）を極力避けようとする動きがあっ

たことがあげられる。なお、脳動脈瘤についても脳腫瘍と同様に内視鏡を併用している。

例えば、脳動脈瘤の裏側など一般的な手術用顕微鏡では見られない場所を見る場合や、瘤

周辺の色々な神経を同定する場合などに使用している。内視鏡を使用する際には頭部に小

さい穴を開ける。あるいはすでに開頭している場合にはその部分から内視鏡を入れる。脳

神経外科領域の内視鏡手術は神経内視鏡手術と呼ばれており、その普及によって確実かつ

安全な手術が可能となった。 

c） てんかん関連 
てんかん手術の際には術中脳波を用いて、てんかん病変部位を同定して手術範囲を決定

する必要がある。あるいはＭＥＧ（脳磁図）により、脳の機能地図を作成してんかんの発

生源を同定する。久留米大学病院はＭＥＧを所有していないため、他施設に依頼している。

ＭＥＧは必ずしも必要なものではないが、あれば便利である。 

d） 術中モニタリング 
この 10 年で、患者のモニタリングシステムが確立された。例えば、脳動脈瘤の手術にお

いては術中に瘤が破裂し大量出血するリスクがある。その場合は血管を遮断（クリッピン

グ）するが、誘発電位などの電気生理学的モニタリングを行うことにより術中の脳虚血の

リスクをいち早く察知できるという利点がある。 

e） 覚醒下手術 
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術中の脳機能のマッピングが可能となったことにより、覚醒下手術（アウェイクサージ

ェリー）が進んだ。覚醒下手術は４～５年前から実施している。覚醒下手術時には、脳表

を微小な電流で刺激し、神経症状を確認しながら手術を進めることが可能である。脳腫瘍

やてんかんの手術で利用している。 

③ 術後の患者モニタリング 
術後の患者管理の進歩は、ガイドラインやモニタリング機器の発展、進歩によるところ

が大きい。通常、ＣＴ画像によるモニタリングが行われるが、異常を瞬時に把握するため

には脳の血流や代謝の状態をリアルタイムでモニタリングしなければならない。モニタリ

ングには、脳血流モニタリング、近赤外線モニター、ゼノンＣＴ（局所脳循環測定検査）

を用いている。近赤外線モニターは約 10 年前から使用しているが、近年改良が進んでいる。

超音波についても同様である。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 診断 
画像診断技術は飛躍的に進歩したが、今後はより精度の高い形態的・機能的診断機器の

開発が望まれる。疾患予防のためには検診の段階で脳機能障害を発見する必要がある。現

状では経験を積んだ医師による診察を凌駕するような診断機器は開発されていない。脳機

能の障害には個人差があり、診断機器のみにたよることには問題がある。例えば機能的Ｍ

ＲＩにより異常を発見した場合、その異常が器質的な病気23によるものなのか、あるいは機

能的な病気ないし反応性に脳に影響が出たのかなど、を判断することも必要になる。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 医療機器全般 
すべての機器について「安全」、「確実」、「低侵襲」であることが求められる。また、す

べての医師がトレーニングを受ければ、ある一定以上のクオリティを持った治療が可能と

なるようなものが必要である。こうした機器が必要とされる背景には、近年、経験の浅い

外科医に十分な手術などの手技のトレーニングを積ませることが難しくなっていることも

ある。 

② 脳腫瘍関連の治療 
脳腫瘍は悪性と良性に分けられる。良性の場合でも頭蓋底腫瘍や間脳・脳下垂体腺腫な

どを障害なく全摘出術することは必ずしも容易ではない。悪性や良性にかかわらず、低侵

                             
23病気は器質的な病気と機能的な病気とに分けられる。前者は現在の色々な医学的検査とくに画像などで
異常が認められる病気である。後者は諸検査では必ずしも異常を認められないものを指す。 
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襲での治療法の確立が望まれる。 

③ 手術支援システム 
ナビゲーションシステムやモニターなどの手術支援システムの小型化およびマルチモー

ダル化が求められる。 

④ ロボティクスサージェリー 
ロボティクサージェリーの進展が期待される。ロボティクサージェリーの実現化により、

手術時の患者への感染リスクを軽減できるし、より正確な治療も可能となるかもしれない。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 医療機器全般 
誰もが超音波等を用いて、様々な情報を非侵襲的に得たいと考えている。しかし医療機

器は輸入品が多いこともあり、非常に高価である。また診療報酬に反映されないため、病

院経営の観点からは導入メリットが少ない。低価格かつ低侵襲の医療機器の登場が望まれ

る。そのためには、国産の医療機器を開発しなければならない。欧米に対抗できるだけの

技術力があるにもかかわらず、政治的あるいは経済的理由から開発に消極的にならざるを

得ないことが大きな問題と思われる。 

 

6）その他 

① 行政の対応 
少子高齢化が急速に進む日本では、これまで適切な医療費規模に関する議論がなされて

こなかった。国は、医療にどのくらいの予算を割くべきなのか、どのような医療・福祉を

目指しているのかなど、医療全体について真剣に議論する必要がある。 

厚生労働省には、医療機器の審査や保険適用の迅速化が求められる。脳神経外科学会の

保険委員会では、脳神経外科に関する保険点数の改訂や新設を主に外科系学会社会保険委

員会連合（外保連）を通じて厚生労働省に働きかけている。 

厚生労働省は、先進医療と保険診療の調整を図るために、最新の医療先進技術を先進医

療として認定している。しかし先進医療として認定されるための手続きが煩雑であること、

認定範囲が限定的であることなどが問題である。臨床での効果が未知数である遺伝子治療

や再生医療だけでなく、すでに実施している治療法に必要な最新の器具や機器を自由に使

えるようにしてもらいたい。なおかつ低価格で使えるようにしてもらいたい。 

② 保険診療 
医療機器の審査の迅速化が難しい背景の 1 つに保険診療がある。日本ではすべての国民

がいずれかの保険に加入することになっている（国民皆保険）。そのため、新しい医療機器
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を導入する際、その経済的メリットの判断が難しくなることが多い。 

治療法がある程度確立している一般的な疾患については保険診療とし、最先端の治療に

ついては混合診療が望ましいかもしれない。日本人の多くは、医療費は無料、あるいは安

くて当然という意識を持っているが、最先端の医療については自己負担も仕方ないのかも

しれない。 

現在包括医療制度により、医療機関が保険者に請求できる診療報酬の額は病気の種類や

入院日数などによりあらかじめ決まっている。しかし医療機関の種類や各患者の背景や重

病度、年齢などが異なる場合であっても、診療報酬が同額では大きな問題が生じる。いず

れにしても、始めに総医療費の総枠抑制ありきの議論では、配分を適宜変更するだけとな

ってしまい、将来を見据えたより根本的な検討が必要と考える。 
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（3）昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 教授 藤本 司先生 

1）専門分野 

専門とする主な疾患・部位は、脳腫瘍、脳動脈瘤、能動静脈奇形、もやもや病、脳梗塞

（血管狭窄、閉塞）である。 

実施頻度の高い手技は、腫瘍摘出術、動脈瘤のネッククリッピング、血管吻合術、ＲＤ

Ｐ（Reversed durapexia）、頚動脈内膜剥離術である。腫瘍摘出術は、開頭手術を中心とし

ているが、実際の治療ではガンマナイフや血管内治療を併用している。ＲＤＰは約 15 年前

から行っている。頚動脈内膜剥離術はステント治療に置き換わる傾向にある。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 

a） ＭＲＩ 
ＭＲＩは近年非常に発展した。 

b） ＣＴ、３Ｄ-ＣＴＡ 
血管を立体的に見られるようになったため、患者への説明に役立っている。 

c） ＤＳＡ、３Ｄ-ＤＳＡ 
ＤＳＡ（血管撮影装置）を用いることにより、血管を立体的に撮影できる。以前は角度

を変えながら撮影していたが、今では３次元、４次元での撮影が可能となった。また、撮

影時間の短縮化、被爆量の抑制が実現した。 

d） ＳＰＥＣＴ、ＰＥＴ 
ＳＰＥＣＴを使用することにより、血管予備能を調べることが可能となった。ただし、

血管予備能の正常値は、患者の状態や施設、技師によって異なるため、判断が難しい。 

ＰＥＴの使用にあたっては、サイクロトロンが必要となるため、その普及は限定的であ

る。 

e） Echo 
超音波診断装置は侵襲がなく、動的な情報を得ることができる。近年、画質がかなり改

善されており、手術でも使用されている。 

f） 微小穿刺法 
内科の医師は小さな血栓を摘出するために微小穿刺法を行っている。 

② 治療 

a） 手術顕微鏡 
1970 年代前半に学会で手術顕微鏡の有用性が議論されるようになった。当時はベテラン

の医師ほど手術顕微鏡を使用していなかったが、現在は一般的に使用されている。 
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現在の手術顕微鏡は、操作性に優れ、光源、拡大、焦点等の調整が可能である。また、

手術顕微鏡には術者への負担を軽減するような改良が加えられてきた。 

医師は主に手や足を使って顕微鏡を操作する。医師にとって手術顕微鏡を装着して手術

を行うことに抵抗はなく、むしろ顕微鏡を装着することにより目標物を正確に捉えること

のメリットを重視している。 

b） ＣＵＳＡ（超音波外科吸引装置） 
切り口（断面）を見ながら、大きい血管を残しつつ腫瘍のみを切除できる。また、少な

い出血で腫瘍を切除できる。特に腫瘍の境界が不明瞭な場合はＣＵＳＡが重要となる。 

ただし、超音波振動による軟部組織を破壊・吸引の調節が難しいことがある。 

c） Contact Laser 
Contact Laser は、止血能に優れている。Contact Laser は、メスやピンセットと同じよ

うな感覚で使用できるが、反射光への注意が必要など使用上の注意点が多い。しかしなが

ら、Contact Laser の熟練者は、その使い勝手を高く評価している。 

従来の炭酸ガスレーザーは、強いエネルギーを照射し腫瘍を蒸発されるが、一度出血す

るとなかなか止まらなかった。また、炭酸ガスレーザーは、光ファイバーを使ってレーザ

ー光を伝送することができないため、ビーム伝送には反射ミラーを使わなくてはならない。

他方、近年使用されているＹＡＧレーザーは波長が短いため、光ファイバーを使ってレー

ザー光を伝送することができる。 

d） ＰＡＬ‐１（電磁場メス） 
ＰＡＬ‐１は、高周波エネルギーを利用した手術用具で、メスの先端部を当てると高熱

で患部が蒸発・気化することを利用して、患部を切開・切除する。ＰＡＬ‐１の特徴は、

止血効果が高いことである。 

２代目のＰＡＬ‐１の開発には、聖マリアンナ医科大学脳神経外科の橋本卓雄主任教授

が関わっている。３代目の開発についても話が持ち上がったが、頓挫した。 

e） ガンマナイフ（定位手術的照射装置） 
ガンマナイフは広く使用されつつある。 

f） サイバーナイフ（定位放射線照射システム） 
サイバーナイフ24は比較的新しいシステムである。たとえば、横浜サイバーナイフセンタ

ー（院長：佐藤健吾氏）ではサイバーナイフによる治療を行っている。サイバーナイフセ

ンターは横浜以外の地域にも存在する。 

g） ＩＶＳ 

                             
24 サイバーナイフは、1992 年に米国 Stanford 大学の Dr.JohnAdler らによって開発が始められた。1994 年
から米国で、1997年からは日本においても治療が始まった。 
出展：蘇生会グループ 蘇生会サイバーナイフセンター（http://www.soseikai.or.jp/knife/about.html） 
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ＩＶＳは、27 年前から既に限られた疾患には適用されていた。ＩＶＳは今後、さらに普

及すると考えられる。 

h） 内視鏡手術 
内視鏡は飛躍的に進歩し、現在では脳腫瘍、脳出血などの手術に用いられている。 

i） 定位脳手術 
定位脳手術は、脳の中心部にある第３脳室をもとに基準点を決め、目的とする神経がそ

こからどのくらい離れているかを測定する。手術の際は、手術用のフレームを装着してか

ら、脳のＣＴを撮影し、患者の脳のマップを作成する。 

不随意運動に対する定位脳手術では、目標とする神経構造に針状の電極を刺し、電気刺

激を行って刺激に対する症状の変化を観察する。一般的には患者の意識のない状態で行わ

れるが、意識下で行うことも可能である。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 血管撮影装置 
血管撮影の際には、ＭＲＡや３Ｄ-ＣＴＡなどの低侵襲の方法が用いられているが、手術

の場合には心臓カテーテルと同様に管を脳血管の根元まで挿入し造影剤を投与する方法が

取られている。この方法では十分な量の造影剤が脳にまで届かず鮮明な画像を得ることが

難しい上に、リスクも高いため、より侵襲度の低い方法の開発が期待される。例えば、点

滴のようなものを使用するなど造影剤の注入方法を検討する必要がある。 

② ＣＵＳＡ 
組織診断を容易にするため、切除した組織の病理を連想して行えるようにすることが望

ましい。また、洗浄と吸引が平滑に行われないことがあるため、そのバランスを考える必

要がある。出血の量もさらに少なくなることが望ましい。 

ハンドピースをより小型化、軽量化し、先端に取り付けたチップの形も多様なものを用

意する必要がある。 

③ ＰＡＬ 
止血効果を既存のＰＡＬよりも効率的に行うことが求められる。 

ＰＡＬには周辺部に熱が伝わるという問題がある。小型のＣＵＳＡを開発し、ＣＵＳＡ

で破壊しながら、必要に応じて止血もできるＣＵＳＡ-ＰＡＬが必要である。 

④ 血管新生刺激器 
低エネルギーのレーザーを用いて火傷や難治性の潰瘍の治癒を行う。低エネルギーであ

れば、組織を焼かずに活性化できる。 

神経の再生が関心を集めているが、実現には時間を要する。まずは血管新生から始める

のが望ましい。 
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⑤ 血管内手術 
血栓の回収をより確実にできることが望ましい。例えば、カテーテルのようなものを挿

入し、レーザーや超音波等で血栓を壊す。 

⑥ 超音波 
現在、持続超音波ガイド下手術を行っている。腫瘍のある場所の上から超音波を当てる

ことにより、良質な画像を見ることができる。しかし、手術を開始すると、画面が乱れる。

そこで反対側に小さな穴を開け、そこから超音波を入れる。それにより超音波の画像は手

術が終わるまでの間、きれいに見える。しかし、空中戦かつ３次元画像が術者の頭に記憶

されていないと情報を正確に得ることが難しい。 

現在の超音波については、画像をさらに鮮明にし、３次元用プロープの小型化を望んで

いる。ペン型のプロープもあるが、充実した機能が望めない。また、プロープの固定器の

改良を望んでいる。ＧＥ社が開発している B-flow では、血管が鮮明に見えるが、現段階で

は浅い箇所しか見えない。 

超音波用の造影剤については、手術中にモニタリングしながら、繰り返し使用可能な造

影剤の開発を望んでいる。このような超音波用の造影剤が実用化されれば、超音波ガイド

下手術がさらに発展する。 

⑦ ＨＩＦＵ（高密度焦点式超音波療法） 
ＨＩＦＵは放射線超音波端子より照射した高出力超音波が病巣を焼く。低侵襲かつ放射

線も使用しないため、今後が期待される。 

⑧ 経頭蓋ドプラ法 
経頭蓋ドプラ法は、骨を通して脳の毛幹動脈の血流速度を測定する検査法である。現在

の経頭蓋ドプラ法の課題として、（１）頭蓋骨を透過して内部に入射される超音波に個人差

があること、（２）検査に適した血管を測定しているが不明であることがあげられる。 

 

4）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 医療機器に求められること 
医療機器には「低侵襲性」、「安全性」、「容易な操作性」が求められる。これらを評価す

るための指標が必要となる。ただし、ひとつの指標で測ることは難しいため、臨機応変に

対応しなければならない。 

② 医学と工学の連携 
医療機器の開発を目的に連携しても、双方の具体的な関心事が異なることが多い。また、

メディカルとエンジニアリングが協同で研究開発する際、必然的にメーカーが関わってく

る。さらには技術者が関わってくることもある。メーカーは利益を優先しているため、研

究開発が軌道に乗っている場合でも採算が見込めなければすぐに撤退する。臨床医が研究
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開発に関心を持ち、メーカーも参加し、さらには国が関わるようになると、研究開発が促

進すると思われる。 

③ ロボティックス 
脳でのロボティックスはまだ想像がつかない。「da Vinci」は不測の事態に対応すること

ができないのではないか。 

 

（4）その他 

① 内視鏡 
最近の内視鏡は、PIP（Picture-in-Picture：ピクチャーインピクチャー）25により異な

る画面を組み合わせて術者に送出し、必要に応じて主画面と副画面を切り替えることが可

能である。 

                             
25通常の画面（親画面）の上に、小さな画面（子画面）を表示する。パソコンの画面と、テレビやビデオ
の映像を組み合わせて、同時に表示する。子画面は大きさを変えたり、移動もできる。 
出典：シャープ株式会社（http://www.sharp.co.jp/lcd-display/words/subwin/m_pinp.html） 
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（5）長崎大学医学部・歯学部附属病院 脳神経外科 教授 永田 泉先生 

1）専門分野 

① 専門とする疾患・部位 
専門分野は、脳血管障害である。 

② 実施頻度の高い手技 
実施頻度の高い手技は、動脈瘤のクリッピングや摘出手術、脳動静脈奇形(ＡＶＭ)の摘

出術、バイパス手術、頚動脈内膜剥離術、脳腫瘍摘出手術などである。この他、血管内治

療も実施している。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 検査・診断 

a） ＣＴ 
脳血管領域では、MDCT の発展が診療成績向上や患者 QOL 向上にもっとも貢献した。 

血管は心拍に伴い拍動しているため、３次元の CT 画像を描出するには撮影時の高速化が

必要とされていた。64 列の検出器で広い範囲を瞬間的に撮影することで３次元化画像が得

られるようになり、血管造影の件数の大幅な削減につながった。 

ＣＴは MRI に比べ像がゆがまないことが強みだが、Ｘ線の吸収度の違いを画像化してい

るため、骨があると見づらく、空間解像度やＳＮ比が悪いことなどが弱みである。 

b） MRI 
近年、MRI の空間解像度が向上し、詳細な画像を描出できるようになったため、診断に使

いやすくなった。 

MRI はペースメーカー利用者には禁忌になるといった制約や、画像がゆがんでしまうこと

が今後の課題である。 

現在の MRI は、プロトン分子の密度を画像化している。医療機器の開発者は、その情報

を使って体内の何を見たいという目標を明らかにしておかなければ開発を進めにくい。 

② 治療 

a） 血管内治療 
脳血管領域において、この 10 年で大きな発展がみられた。血管内手術の件数は全国的に

かなり増加している。コイル塞栓術の実施件数は、５年前に比べると３倍ほどになってい

る。 

b） ラジオサージャリー 
脳血管領域において、この 10 年で大きな発展がみられた。ここでいうラジオサージャリ

ーとは、放射線を用いた手術機器（定位的放射線治療機器）の全般をいう。代表的な機器
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はガンマナイフである。体表に傷をつけずに深部の治療ができるため、低侵襲である。 

2006 年には強度変調放射線治療（IMRT）が先進医療として厚生労働省に認可され、今後

の展開が期待されている。 

c） 内視鏡 
血管内治療やラジオサージャリーに次いで、発展がみられた。脳神経外科領域では、脳

下垂体などの手術において、手術成績の向上等に大きく貢献した。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 検査・診断 

a） SPECT 
SPECT の課題は、解像度が不十分であること、血流しか測れないこと、デバイスの開発が

進んでいないことなどである。また、PET と比較すると、特定の生理物質を放射性同位体で

標識して検出できないことや、核種が限定されるといった点で劣っている。もう少しスペ

シフィックな検査が行えることが望ましい。 

SPECT は、脳血管領域で手術の適用の判断材料として使われており、重要な位置づけにあ

るにも関わらず、この５～10 年では機械的に最も進歩していない。臨床現場への普及台数

もそれほど増加していない。 

b） ＰＥＴ 
PET の課題は、装置や試薬の価格が非常に高いため、日常的な検査には使えないことであ

る。現段階の PET は研究用として位置づけられ、診断技術の主流にはなり得ない。 

PET は、機能診断に使われることが特徴で、SPECT よりも腫瘍の部位を詳細に把握できる

など特異性が高いことは強みである。技術的な発展はそれほどめざましくはないが、普及

台数は増えている。 

② 処置・治療 

a） クリップ 
クリップの製造・加工技術が必要とされている。既存のクリップの材料は主にチタンが

使われているが、チタンは壊れやすく加工性が悪いため、プレス機を使った手作業により

製造されている。製造技術上の問題を解決できれば、様々な形状のクリップを作ることが

できるようになる。クリップを自動的に切り出す機械や、グレードをつけられる機械は、

実現可能であると思われる。 

素材については、現在使われているコバルト系材料やチタン系材料の他に、もっとよい

材料を開発してほしい。 

既存のクリップのデザインについては、ヘッドが大きすぎるため改良の余地がある。た

だし、ヘッドが小さすぎると取りはずしにくくなるため、大きさの調整には注意が必要で
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ある。既存製品には様々な形のクリップがあるが、選択肢が豊富とはいいがたい。性能的

に滑らないものや、非常に固いもの、把持力が強いものなど、個々の動脈瘤によって求め

られる性質はケースバイケースである。したがって、一つのクリップを調整していろいろ

なことに使えるようにするか、種類を豊富にして選択肢を増やす必要がある。 

b） コイル 
今のコイルでは大きい動脈瘤に対応できないことが課題である。コイルを入れたために

動脈瘤が大きくなること（アンカリングエフェクト）がよくあるためである。また、あま

り固いものを入れると瘤が破ける恐れがある。 

既存のプラチナ製コイルに接着性や血栓性がないことも問題である。血栓性がないもの

は、血栓性の合併症が起こらない反面、瘤の中でコイルが動き回ってアンカリングエフェ

クトを起こす。コイルが瘤の中で動きまわるのを回避するため、挿入したらカチッと留ま

るような形状にするといった工夫が必要である。 

c） 塞栓材料・接着剤 
コイルが瘤の中にとどまるようアシストする材料や、コイルの後に入れる接着剤のよう

な材料が必要である。親血管にコイル等が逃げないよう、コイルと絡めて入れられる塞栓

材料があるとよい。 

既存の塞栓材料にはまだあまりよいものがない。既存の樹脂系の液体塞栓材料はあまり

使い勝手が良くない。 

シアノクリレート系の接着剤（医療用のアロンアルファ）を塞栓材料として使うことも

できるが、硬化速度が速すぎること、神経毒性があること、一部しか生体吸収されないた

め残留物により炎症・血管収縮・狭窄などが起こることが問題である。適当な粘度と硬化

速度で固まるものが出てくると使いやすい。瘤の中にうまく収まってくれるか、カテーテ

ルの中をスムーズに通るかなどが問題である。 

接着剤やコーティング剤などは、もう少しよいものを製品化してほしい。たとえば、動

脈瘤のコーティング剤など、現状ではコーティング剤そのものがない。ある程度の強度が

あり、重合するまでに数分ぐらいのオーダーがあり、たれない、といった特徴のある材料

がない。以前はビオボンドというものもあったが、発売禁止になってしまった。 

医療用のアロンアルファは安くて使える。しかしながら、アロンアルファはシアノアク

リレートなので、固すぎること、重合速度が速すぎること、神経毒性があることが問題で

ある。半年ぐらいすると吸収を一応はする。全くずっと残るのではなく、多少バイオデグ

レーダブルではあるが、それでもかなり残る。カチカチになってしまうので、炎症作用が

あったり、血管を収縮させたり、狭窄させたりすることもあるので、使いにくい。 

d） 人工血管 
人工血管の開発が停滞している。径が 4mm 以下の人工血管を開発してもらいたい。既存
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の細い人工血管は閉塞しやすいため、細い血管をバイパスする際は橈骨動脈を採取して使

わなければならならない。 

e） 縫合材料 
人工血管の縫合材料をもう少し改良してほしい。マイクロレベルの縫合装置のようなも

のがあるとよい。今は、細い糸で吻合している。リングやホチキスのようなものもあるが、

あまりよいものがない。 

縫合材料は、生体親和性があること、結んだところで切れないこと、鉗子属で持ったと

きにも切れず、きちんと持てることが望ましい。既存の縫合材料は切れにくいが、伸びた

り滑ったりして持ちにくく、機械結びができない。したがって、既存のものより切れにく

く、金属の器具できちんとつかめるものが望ましい。 

f） 縫合用の針 
縫うときに通りがよく、スッと抜けて曲がらない針が望ましい。日本製の縫合用の針は

あまり質がよくないため、よい針を研究開発してほしい。 

g） 手術顕微鏡 
顕微鏡が光学レンズに頼っている限り、焦点深度の確保に限界がある。既存の手術顕微

鏡では、焦点を合わせるために焦点深度や焦点距離を動かしてピントを合わせているが、

構造的に無理があり、機械としては不完全な状態にある。立体視するためにはある程度の

幅が必要だが、幅があると逆に細かい部分を見ることが難しくなる。 

最終的にはＣＣＤカメラを使って立体視できるようにするのがベストである。少なくと

も感度ではＣＣＤの方が人間の目よりも数倍は良い。もう少し解像度が改善されれば、確

実にＣＣＤの方がより深い範囲を見られるようになる。さらに、暗いところでも術野が見

えることが望ましい。 

なお、顕微鏡や内視鏡の視野内に診断画像などを重ねて表示する機器や、視野外に付帯

的な情報を表示するためのモニタがついた機器などがあるが、重ねて表示される情報や附

属のモニタが邪魔である。 

h） ステント 
米国では脳血管へのステント留置が多数実施されているが、日本では脳血管用のステン

トが 2008 年 4 月に認可されるため、まだ普及していない。今後、カバードステントも含め

た各種ステントを普及させてほしい。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 骨切り技術 
現在は開頭手術の際に骨をドリルで切っている。ＰＥＴが一応、ウルトラソニックで骨

を削るようなものが多少はできているので、骨切りの段階でもそのようなものができると、



- 135 - 

安全性が非常によくなる。 

“糸のこ”のようなもので切ったり、ダイヤモンドバーという全く普通の回転するドリ

ルで削ったりしている。何かもっとよい開頭のドリルとかがあればよい。切りしろの小さ

い方がよいのと、骨の下にある硬膜を傷つけないようにという。 

レーザーも一時は使われていたが、現在は下火になっている。器具の先を何回もふき取

る必要があることや、骨を切り離したときにも焼けてしまうなど、いろいろな問題がある。

蒸散させる分なので、その点ではよいのだが、最近はほとんど使わなくなっている。現在、

レーザーは骨切りではなく、組織の切り取りに使っている。 

 

5）その他 

① 手術機械類について 
日本の医療用具・機器にはやぼったいものが多い。たとえばピンセットやはさみ等は町

工場で作っているが、仕上がりのセンスがよくない。日本では手術用具類の開発が遅れて

いること、すべて手づくりであること、日本に「職人」がいないこと等が原因と考えられ

る。ドイツにはマイスター制度があり、スマートで質の良い機器をつくっている。日本で

も手作業で対応する部分には、ドイツのような「職人」が必要である。 

日本で職人を根付かせるには、職人が継続的に働けるシステムが必要である。ペースメ

ーカーや電気関係の機器には最先端の機械やテクノロジーが入っているが、小物類は職人

の手に頼らざるを得ない。 

② 日本の大手メーカーによる医療機器市場への参入 
医療機器のうち大掛かりな装置については、日本の大手メーカーにもっと参入してほし

い。大掛かりな装置の開発には、技術の蓄積や、技術開発力が必要であるため、大手の参

入が望ましい。日本の大手家電メーカなどであれば、ペースメーカなどの機器であればす

ぐに開発できるはずである。日本メーカは医療機器市場への新規参入に消極的である。日

本は役人がなかなか悪いのと、普通の人も新しいものを許さず、何かミスがあると文句を

いう。アメリカでは、分かっていたとしても、日本人の手に合わない上に、細かい改良を

いくら要望しても絶対に対応しない。したがって、そこをバックアップして、向こうで元

は作っておき、各ユーザーの要望も入れていくという日本人的発想を取り入れると絶対に

売れる。たとえば、メインの研究所をアメリカに作っておいて、細かい要望を日本から聞

き、向こうで承認を先に受けてしまうなど。今のところ、会社でもこの 20 年ぐらいは開発

の拠点をアメリカに置いておかなければ、認可の問題などでやる気がなくなってしまう。

たとえば、東芝であれば、診断機器をアメリカで作っているので、治療にも手を伸ばして

はどうかなど。認可の手続き上、日本の工場で作るとしても、アメリカに設計段階のとこ

ろだけは置いておくなど。 
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（6）東北大学病院 脳血管内治療科 教授 高橋  明先生 

1）専門分野 

専門分野は脳血管障害である。専門とする主な疾患は脳卒中である。脳血管内治療全般

に精通しているが、実施頻度の高い手技は、脳動脈瘤の塞栓治療、頸部頸動脈のステント

である。このほか硬膜動静脈シャントの経静脈的塞栓療法や血管奇形の塞栓治療などもお

こなう。 

脳血管内治療は仙台地区でチームとして取り組んでいる。急性期の脳卒中治療は関連病

院（広南病院、年間症例数約 350）で主として行っており、その他この 4月から仙台医療セ

ンターでも診療を開始した。血管内治療の実施件数は、東北大学病院と関連病院をあわせ

て年間約 500 症例となる。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 

a） ３次元の血管造影装置 
３次元の血管撮影装置の登場で、医師の経験や勘によらず、短時間で、血管の状態を診

断できるようになった。治療前の判断、治療計画、治療中の判断、治療後の評価などを短

時間で確実に行えるようになった。 

このほか、３次元ということで、動脈瘤、血管狭窄、動脈硬化などについて、病気の本

質に迫ることができるようになった。例えば、動脈瘤について、コンピュータフリュード

ダイナミクス（ＣＦＤ）等による血流解析とシミュレーションにより、動脈瘤の成長や破

裂のリスクを評価し、それに応じて治療計画を立てることができるようになった。 

適切に治療計画を立てられることで治療成績が向上している（臨床現場での実感がある）。 

② 治療 

a） 脳動脈瘤塞栓術（ＧＤＣ） 
脳動脈瘤塞栓術（Guglielmi detachable coil：ＧＤＣ）は約 10 年前から広く使われる

ようになった。1997 年に認可され保険収載された。現在では脳動脈瘤の約 20％で開頭手術

をせず血管内治療が行われるようになった。 

ＧＤＣが導入されたことで、重症のくも膜下出血患者や合併症をもつ患者、高齢の患者

など全身麻酔を伴う開頭手術に耐えられない患者を治療できるようになった。 

ＧＤＣは、開頭手術に比べて、入院期間が短くなる、開頭手術後に伴う愁訴（頭痛など）

が少ないといった点で、患者のＱＯＬを明らかに向上させた。 

b） 頸部頸動脈ステント留置術（ＣＡＳ） 
頸部頸動脈ステント（Carotid artery sStenting：ＣＡＳ）はこの 10 年の間に登場した。
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従来は頸動脈を直接露出させ動脈硬化部分を摘出する手術である、頸動脈内膜剥離術

（Carotid endarterectomy:ＣＥＡ）が行われていたが、これを補完するかたちでＣＡＳが

導入されている。抗凝固薬や抗血小板薬などの進歩もあり、ＣＡＳの導入が進んだ。 

日本は欧米に比べて急速にＣＡＳの導入が進んでおり、症例全体の半数近くがＣＡＳで

あるというデータもある。米国ではＣＡＳは全体の 20％程度である。 

ＣＡＳも、ＧＤＣと同じく、患者の適用範囲を広げ、ＱＯＬを向上させている。 

平成 20 年４月からは、脳の保護を行う治療デバイスによるステント術（遠位閉塞、近位

閉塞、遠位閉塞フィルター）が保険適用になる。脳の保護とは、主として血管内治療を原

因とする脳血管閉塞を防ぐことをいう。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

動脈瘤の塞栓術に関しては、現在の治療法はまだ不完全で、再発の問題が残っている。

再発には、処置した破裂動脈瘤が再破裂する場合と未破裂動脈瘤が破裂する場合とがある。 

ＧＤＣの再破裂リスクは、クリップ術に比べて遜色ないというデータが出つつあるが完

全ではない。未破裂動脈瘤は、再出現や増大が問題だが、現在はこれをコントロールでき

ていない。動脈瘤の発生と成長のメカニズムを明らかにする研究が必要である。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① フローシミュレーションに基づくテーラーメイド型の動脈瘤治療デバイス 
現在の治療では、「動脈瘤の内部を埋める」という発想だが、「動脈壁をつくる」という

発想で、機器を開発することが考えられる。動脈瘤の発生の原因は血管壁にあると考えら

れるので、動脈壁をつくることが大切である。デバイスのイメージとしては、ステントの

ようなものをスカホールドとして補強をし、動脈瘤の状態によっては血管壁の修復を促進

するための薬剤を併用（静脈注射、経口、薬剤溶出）するようなかたちかもしれない。 

このためには、正確なフローシミュレーションが必要であり、そのシミュレーション結

果によって個別的にデザインされると考えられる。動脈瘤の特性に応じてテーラーメイド

されたデバイスである。最終的には３～４種の代表的な形態に収斂するかもしれない。原

理的にはすべての動脈瘤に使えるだろう。 

このデバイスのインパクトは、デバイスの簡便性や汎用性をいかに高められるか、足場

としての強度を備えたうえでいかに小さく柔らかくできるかによるだろう。現在の方法と

比べた圧倒的な利点は、手技が単純で、標準化が容易になることである。更にフローシミ

ュレーションによる解析により事前に治療戦略を立てられることである。現在は手術中に

コイルの使用量などを考えながら手術を行っている。 
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② ステント（特に脳保護機能を高めたデザインのステント） 
ステントは心臓と同様に薬剤溶出性の流れが考えられる。また、脳保護の観点から、動

脈硬化部分がステントと血管壁の間にトラップされるようなものが考えられる。現在は、

ステントの網目（ステントストラット）が非常に大きいが、この網の目を小さくすること

で、特別なプロテクションを設けなくても、脳血管閉塞の原因となる物質を血管内に漏ら

さないようにできるかもしれない。 

③ その他 
将来的にはインターベンションが廃止されるほど薬剤療法や再生医療が進歩するかもし

れない。 

映画「ミクロの決死圏」さながらに、静脈注射でマイクロマシンを体内に入れ、磁場等

で動脈瘤のある部位まで誘導し、患部でマイクロマシンによる診断や治療を行う時代もく

るかもしれない。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 医療機器開発の牽引役となる企業の必要性 
よくいわれることではあるが、日本の医療機器開発における課題は、医療機器開発を担

うベンチャー企業が少ないことである。 

米国において新たなデバイスを開発する牽引役となっているのは企業である。大学では

なく、企業活動が原動力となって、新しいデバイスが生み出される。一方、日本では、新

たな医療機器のアイディアは、大学や病院など、企業ではないところから出されており、

そのアイディアが製品化され世界に出ていくところまで結び付いていない。このあたりが

日本発のテクノロジーが世界で通用しない原因のひとつではないか。 

② 医療機器の研究開発マネジメントを担える組織の必要性 
大学や病院で生まれたアイディアや大学の研究成果を活用して、医療機器を具体的に設

計し、研究開発をマネジメントできるような組織が必要である。 
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（7）北里大学病院 脳神経外科 教授 藤井 清孝先生 

1）専門分野 

専門分野は脳神経外科である。専門とする主な疾患・部位は、脳卒中、脳腫瘍である。 

実施頻度の高い手技は、脳動脈瘤の外科的治療、閉塞性脳血管障害（動脈硬化症の血管

閉塞に伴う疾患）、もやもや病（原因不明の閉塞性血管病変）、頚動脈血栓内膜剥離術であ

る。藤井先生が直接関与している手術は多くない。 

脳動脈瘤の手術には直達手術（専用のクリップを用いた脳動脈瘤頸部クリッピング術）

と血管内コイル塞栓術がある。直達手術の手術件数は年間 50～60 症例である。血管内コイ

ル塞栓術については年間 30～40 症例である。閉塞性脳血管障害は、である。閉塞性脳血管

障害には Japanese EC-IC Bypass Trial (JET Study)があるが、適応が難しく、症例数が少

ない。もやもや病の手術件数は 20～30 症例である。もやもや病については、「厚生労働省

特定疾患研究班班員」および「成人出血性もやもや病研究参加施設」として全国の指導的

立場として精力的に取り組んでいる。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 

a） ＭＲＩ、ＣＴ 
この 10 年で、ＭＲＩや、ＣＴは非常に進歩した。具体的には「容易に」、「スピーディに」、

「正確」に診断できるようになった。例えば、ＣＴでは 64 列や 128 列マルチスライスＣＴ

（multi detector-row CT：ＭＤＣＴ）が次々にリリースされ、１mm 前後のサイズの病変ま

で検出できる（少なくとも２mm の脳動脈瘤は確実に検出可能）。ＭＤＣＴは、薄いスライス

厚で得られた画像を３次元画像として処理するため、立体的で非常に分かりやすい。また、

ＭＤＣＴはより細かく大量のデータを収集することができる。 

b） ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ 
ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴの普及により、脳血流の測定が向上した。 

② 治療 
従来はマイクロサージェリー（手術用顕微鏡を用いた手術）が中心であったが、この 10

年で、インターベンション（血管内外科）、内視鏡手術が増加した。各デバイスの改良が進

んだ。特に血管内治療ではコイル塞栓術やバルーンカテーテル、ステント留置術が中心と

なっている。これらはまだ完璧な治療方法ではないが、画期的な進歩と言える。また、直

達手術（脳動脈瘤グリッピング術）とコイル塞栓術は今後、適用条件が明らかになるに従

い、住み分けがなされる。 

a） コイル塞栓術 
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コイル塞栓術で使用されるコイルには様々な材質のものがある。例えばコイルの表面を

薬剤でコーティングしたものや、臨床治験段階ではあるが分子生物学的特徴（血液を含む

と膨らむ）を持ったものなどがある。新型コイルの導入により脳動脈瘤の塞栓率の向上が

期待される。 

b） ステント留置術 
バルーンカテーテルを用いたステント留置術では、カテーテルの進歩が見られる。ステ

ント留置術の際に最も危険なことは、ステントを拡張した際、狭窄部のアテローム（粉瘤）

が潰れ、抹消に飛ぶことである。約 10 年前から、この課題に対処するためプロテクティン

グバルーンカテーテルの開発が進み、すでに利用されている。 

ステントについては、様々な材質や形状のものが開発されている。 

c） マイクロサージェリー 
マイクロサージェリー（顕微鏡下での血管吻合を応用した再建手術）では、縫合糸や縫

合針、持針器等の改良が進んだ。現時点では自動血管吻合器の実用化は難しい。外科医は

直径１mm の血管を平均 12 針で縫う。将来的には研究の発想を変え、実用化されることを期

待する。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 診断支援 
頭部から四肢までの全身の読影には非常に時間がかかるため、診断を支援するような技

術の開発が望まれる。例えば、（１）病変部には位置確認のためのマーカーが示されたり、

（２）ＭＲＩの撮影条件を自由に変更できたり、（３）動態画像として撮影できるようにし

てほしい。 

② ステント留置術 
日本では正式に認可された、脳血管治療を目的としたステントが非常に少ない。今年、

脳血管治療を目的としたステントが初めて認可される。脳神経外科医としては、頸部頸動

脈病変や頭蓋内病変に対するステントの必要性を特に認識している。 

現在は、心臓用のステントを使用している。ただし、サイズや形状が微妙に合わない。

心臓用のステントを脳血管治療に使用した場合、保険診療は適用されないため、患者の負

担が大きい。 

③ 脳血行再建術 
すでに閉塞した血管については新たにバイパスを作って血流を回復される。患者自身の

血管（上腕の動脈や下肢の静脈など）を使用できない場合にはグラフト（血管）を使用す

る。バイパス手術ではすでにグラフトを使用しているが、詰まりやすい。新しい材料でよ

り良いものを開発してもらいたい。 
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④ 破砕装置の縮小化 
破砕装置（骨を削るための超音波手術器）がより繊細になるとよい。今の装置は大き過

ぎて、深部の腫瘍を破砕しようとすると手前が装置で見えなくなる。しかし小型化は機械

の耐久性も考慮しなければならない。また超音波骨破砕装置を使用した場合、ハイスピー

ドドリルで削る際に発生する熱で組織が熱変性をおこしたり、痛めてしまうことがある。

脊髄や神経のそばを削る際にこの熱をうまく処理する必要がある。 

現在は、熱を下げるために水を使ったり、バイポ-ラシザーズを使ったりしている。製紙

の間に焼くものを挟んで焼くと熱があるのでくっついてしまう。一時期は焦げ付かないス

ミフロン加工のコーティングをしたり、間に穴を開けたり工夫をした。しかしまだ十分満

足できるものはない。現場では気が付いているが、材質などからも実現が難しいのかもし

れない。 

⑤ 操作が可能な神経内視鏡 
現在は内視鏡で得た映像をモニターに映している。内視鏡で（病変が）映ればその周り

から下垂体手術などを操作できるが、普通の顕微鏡と違って、単眼視のため画像が立体視

にならない、手前が見えないなどの問題点がある。 

神経内視鏡は診ることしかできないため、治療後の確認が中心である。そこで、さらに

処置ができるような操作性が加えられたらいい。内視鏡単独で手術の場合は頭蓋骨に小さ

な穴を開けた操作など、顕微鏡アシストの内視鏡は小さな開頭にして顕微鏡で単独で手術

もできるだろう。また、内視鏡単独もしくは顕微鏡と内視鏡を組み合わせて顕微鏡では見

えない裏側が見えればいい。内視鏡自体でも操作できるようになれば面白いかもしれない。

例えば内視鏡のファイバーのそばに操作のための筒があって、ファイバーだけ通せばいい、

など。または、ファイバーは見るだけで、実際に処置は外側から、という２通りあるだろ

う。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① ロボット手術・遠隔手術 
ロボットでマイクロのものを安定して手術できる技術。眼科領域では既に行われている

が、ロボット手術が実現すれば（脳神経の領域でも）遠隔手術が、人間ができないような

手術も可能になるかもしれない。 

② 血管内で操作ができる血管内視鏡 
血管の中で操作ができる血管内視鏡が今研究されているだろう。カテーテルの先端に小

さなファイバーカメラを設置し、血管の中を見ることができればいい。血管内は血液で視

野がとれないので遮断して生理的食塩水を使うのかもしれない。首の辺りまでできるよう

になればいい。 
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③ 止血 
血管に穴が開いたときその血管の穴をふさいで血を止められるような、出血をうまくコ

ントロールできるものがあればいい。骨であれば骨ろう、血管が見える場合ははさんでバ

イポーラで凝固する等がある。ヒグリングを使って押さえ込むなどがされているがまだ不

十分である。 

④ 術後のケア、リハビリ 
機械でリハビリができるようになればいい。例えば外傷の場合、麻痺がある場合、腰の

曲げ伸ばしやジャケット型のリハビリ機などである。（また障害が）残った脳に電極をさし

て機能回復のための機器開発も望まれる。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 大学、学会に対して 
各メーカーのデザイン、品質を客観的に評価し、判断する指標があればいい。今は選択

肢が多すぎて、医局によって器具が違う。日本がこれから国産医療機器を国内外へ売り込

んでいくためには、手技を標準化し、品質を高めていく、改良していくことが大切である。

学会の医療機器検討委員会などが、ガイドラインなどを作る必要があるのかもしれない 

医療機器のメーカーは、手術機器のメーカーなどは比較的中小企業が多い。そこでクオ

リティーコントロールといって、なるべく個々の術者のいいところを生かしつつ、形・材

質などが標準化できるようになればいい。 

脳神経学会では診断機器の取り扱いなどを中心とした、違う目的のものを扱っている。 

② 国に対して 
アメリカで実績のある医療機器が日本では使えないなど、許認可プロセスが問題である。 

③ 日本の国産メーカーに対して 
機器もだが材料のコストの問題がある。現場は日本が割高の医療機器を購入させられて

いるように感じている。国産にいいものがないため（認可されているものがないため）、海

外から高いものを買わされている。国産で作っても、外国と同じ価格をつけたりすること

もある。メーカーに考えてもらいたい。 

 

6）その他 

① 臨床現場の要望の吸い上げの仕組み 
現場の要望を受け止める窓口のようなものがあってほしい。最初は思いつきでも、色々

なアイデアを蓄積していけば実用化できるのかもしれない。 

藤井教授は、使用している医療機器に関して気がついたことやアイデアをためて、医療
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機器メーカに個別に意見を出している。 

② 画像診断センター 
ＭＤＣＴにより大量のデータが収集できるようになったが、同時に医療者側には大きな

負担をかけることとなった。読影者は大量の情報から必要な情報を見つけなければならず、

診断対象部位を限定しても１人１日 40～50 例が限度である。大量のデータを収集しても、

画像診断部門の人材不足により十分に対応できない可能性がある。また、現在は専門家が

自分の専門分野のみを読影するという方法を取っているため、他の部位での異常の見落し

がある。頭部から四肢までの全身の読影を可能とするためには、読影者に様々な臓器の構

造や病態に関する知識が求められる。今後は画像診断のためのネットワーク構築や画像診

断を集中的に行うセンターの設立等を検討しなければならない。読影者の育成についても

単独の施設で行うことは難しいため、センター主導で行うことが望ましい。しかしながら、

画像診断のネットワーク構築にあたっては個人情報保護が重要な課題となる。医療機関の

間で画像を転送することは物理的に可能だが、専用の回線を設けるなどの対策が必要であ

る。 

③ プレホスピタルケア、救急領域 
脳血管障害で急性の場合は、それぞれの地域の脳卒中センターにかかっている。特に第

一線の救急師の技術開発をお願いしたい。医師が救急車についていけない場合でも、車載

の小型なＣＴやＭＲＩなどがあれば診断の手助けになるような情報を電波でセンターに送

り、患者がセンターに到着するまでの間に診断ができるようになる。病院に到着すれば必

ずＣＴをとる。もし、頭のＣＴなどが救急車に搭載されれば病院到着後すぐ治療（血栓溶

解療法など）が開始でき、救命率が高まり、後遺症の残存率も減らすことができるだろう。

動脈瘤の場合は再破裂の危険があり、一刻を争う。心臓や首の頚動脈をスキャンするだけ

でかなりのものがわかるのかもしれない。 

出血か梗塞かを判断するため、ＭＲＩよりはＣＴが有効である。 
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（8）東海大学医学部附属病院 脳神経外科 教授・診療科長 松前 光紀先生 

1）専門分野 

専門分野は脳神経外科である。専門とする主な疾患・部位は、脳腫瘍である。実施頻度

の高い手技は、開頭術による腫瘍の摘出である。 

東海大学医学部附属病院の脳神経外科の年間の手術件数は約 500 件である。脳腫瘍手術

の手術件数は年間 60～70 症例である。血管内手術については年間 170～180 症例である。

同院では高度救命センターを併設しているため、他の大学病院と比べて、外傷患者数の割

合が多い。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断技術 
脳卒中は、ＣＴとＭＲＩと血管撮影の脳卒中の三大診断機器と治療機器が、全部そろっ

ているので、かなり迅速に診断が出来ます。 

a） ＭＲＩ 
ＭＲＩは、この 10 年で、解像度やスピードが向上し、撮影できる画像の種類などが増え

るなど、格段に進歩した。これまでは形態画像しか撮影できなかったが、最近は、ものの

流れや温度などが描出された機能画像（MR-S26など）を撮影できるようになってきた。 

b） ＣＴ 
ＣＴは、この 10 年で高速での撮像、様々な３次元合成ができるといった点で技術的に進

歩した。海外の医療機器メーカーの製品の進歩が著しい。 

ただし、ＣＴはＭＲＩに比べると、今後の可能性や画像の種類などの幅が少ないと感じ

る。 

② 治療技術 
 

a） 手術顕微鏡 
手術顕微鏡については、あまり大幅な変化は見られなかった。 

b） 内視鏡 
内視鏡は小型化が進んだ。技術的には、この 10 年の目覚ましい進歩は見られなかった。 

 

                             
26 水素原子核を含む様々な分子の化学結合の違いによる磁気共鳴周波数の差異（ケミカルシフト）を手掛
かりに、分子ごとの信号を分離する方法。ＭＲＩの画像では得られない代謝物質（コリン、クレアチン、

Ｎ Ａ Ａ 等 ） の 濃 度 分 布 を 複 素 ス ペ ク ト ル に よ り 視 覚 的 に 捉 え る こ と が で き る 。

（http://www.j-tokkyo.com/2001/A61B/JP2001-137213.shtml） 
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3）既存の医療機器の改良すべき点 

既存の医療機器で改良すべき点については、特に思い当たらない。 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 「放射線診断・治療」「手術」複合システム 
東海大学の「放射線診断・治療」「手術」複合システム MRXO（Magnetic resonance X-ray 

Operation suite）は、世界的に高く評価されている。診断装置（CT、MRI、血管撮影装置)

と手術室などの治療室から構成されている。手術中にも。必要に応じて迅速に検査を行う

ことができる。治療室には検査と治療（手術）の両方に対応できる治療ベッドがあり、そ

れぞれの検査装置間でベッドを乗り換える必要がない。 

GE やシーメンスも MRXO に注目しており、これを真似た施設がオスロ大学やハーバード大

学で稼動しはじめる予定である。 

② 再生医療 
脳梗塞を起こした後の神経組織の再生など、特に内在性の幹細胞を使った再生医療は、

究極の治療方法である。また、パーキンソン病に対する再生医療、脊髄の外傷・損傷の患

者に対する再生医療は、近い将来でかなり現実味を帯びてくるだろう。 

10 年以内には、大学病院、市中病院などで良好な治療成績を挙げられるぐらいの技術が

確立されるだろう。 

③ 開発の実施状況 
東海大学では、フィリップス、戸田建設、瑞穂医科工業の 4者の共同で MRXO を開発した。 

血管内治療に関する技術を、国内企業と共同開発する予定がある。 

④ 開発予定、開発協力意向 
医療機器メーカや大学・研究機関等からの問い合わせに応じることは可能である。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 国の研究開発におけるメーカとの共同研究について 
現在のわが国の研究助成の仕組みでは、臨床家が海外メーカと共同研究するために申請

書を提出してもおそらく承認されない。日本の医療機器産業の活性化が前提となり、国内

メーカとの共同研究を求められる。しかし、国の研究助成金で日本のメーカと共同研究を

進めても、日本のメーカは国外に向けた情報発信を行わないため、海外で全く評価されな

い。海外の企業と直接連携して開発した方が、よい研究成果が得られ、世界的にも評価さ

れるのが現状である。 

一方、海外メーカは連携先の国籍を問わない。例えばフィリップスやシーメンスは、大

きな研究成果を挙げるために、連携先として望ましい相手を世界中から集めている。これ
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は会社主導で行われているが、メーカの背後ではオランダ政府やドイツ政府が戦略的に動

いている。 

米国では、NIH と NASA が連携して遠隔医療技術の開発に取り組んでいる。戦場に医師や

看護師を送ることにはリスクがあること、けが人は現地（戦場）で迅速に治療しなければ

ならないことを勘案し、ロボットの遠隔操作による手術を実現しようとしている。 

日本も、もっと戦略的に医療機器の研究開発について検討すべきである。また、大きな

医療機器を開発したければ、国内だけの体制には限界がある。 

② 医療機器・技術・材料の薬事承認について 
日本では、薬事承認に時間がかかりすぎることが問題である。もっと迅速に承認される

しくみをつくらなければ、研究開発をする人の意欲がそがれることになる。 

たとえば、日本では心臓のステントはすでに許可されているが、頚動脈に使えるステン

トはこの 4月からの認可である。一方、海外では、日本で使われている製品の 3～4 世代後

のステントがすでに患者に留置されている。 

医療機器・技術・材料は、どういったものがあるかが臨床現場に認知され、評価される

ことによって進歩するものである。海外の学会などではしばしば、日本で未承認の新しい

医療機器・材料を知って驚かされる。日本の臨床現場で最新製品が認知されなければ、医

療機器開発で世界から大幅な遅れを取ることになる。 

特にヨーロッパは、様々な技術で遅れを取っていることの問題意識が高く、国策で薬事

承認を非常に早くするために努力している。現在、薬事承認がもっとも迅速なのは欧州で

ある。したがって、MRI の新しい機種は欧州から出てくるだろう。シーメンスとフィリップ

スが優位性を保っているというのは、こういった点にある。 

 

6）その他 

① 日本の CT技術および MRI技術について 
CT については、世界的にみて東芝がトップレベルである。 

MRI については、ドイツのシーメンスとオランダのフィリップスが圧倒的なリードを保っ

ている。東海大学も、フィリップスに対して協力をしている。メーカ各社の勢いには波が

ある。以前は GE の製品が進んでいたが、勢いが落ち込み、最近回復してきたという印象が

ある。一方で、日本の東芝や島津は非常に遅れている。 

② 日本の内視鏡技術について 
内視鏡については日本がトップレベルである。オリンパスがリードしているが、その他

にも、良い技術をもっているメーカがいくつもある。海外からの留学生が必ず見たいとい

うのが日本の内視鏡である。 

③ 日本のものづくり技術について 
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日本のものづくり技術は、医療機器分野においてもすぐれている。 

手術顕微鏡でもっとも臨床現場の評価が高いのは、ドイツのライカ社の製品である。こ

の支えの部分を作っている三鷹光器の技術は非常に優れている。ライカは、レンズの部分

のみを作り、下の部分は三鷹光器と 100％組んで開発している。現在、アメリカでトップシ

ェアである。 

米国でもっとも売れている手術台を作っているのは、日本の瑞穂医科工業（現地名：ス

カイトロン）である。同社も非常に技術力が高い。 
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（9）岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 神経病態外科学（脳神経外科） 教授 伊達 勲先生 

1）専門分野 

専門分野は脳神経外科、特に脳血管内手術である。実施頻度の高い手技は動脈瘤のクリ

ッピングである。首の動脈付近を切開して動脈瘤の付近までチューブを挿入し、大きな動

脈瘤をへこませるサクションデコンプレッションという手術手技について学会で発表して

いる。 

岡山大学脳神経外科における手術件数は約 450 件。その内訳は脳の血管内手術が約 100

件、脳腫瘍が約 100 件、脊椎関係の手術が約 50 件、その他の手術である。手術の 9割近く

は脳血管と関連している。 

全国平均よりもやもや病の患者の割合が多い。またパーキンソン病に対する DBS(脳深部

刺激療法)を含めた定位脳手術を 50 件ほど扱っている。首の血管狭窄については CA と CAS

と呼ばれる血管の中を広げる手術をしている。その他では硬膜動静脈瘻(Dural AVF)、動脈

と静脈にシャントができる病気の血管内治療を年間 20 例ほど実施している。 

脳神経血管内治療学会の指導医が 2 人、専門医が１人いることがこの教室の特徴で、血

管内の治療を多くこなしている。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 硬性鏡；Endo Arm(オリンパス製) 
硬性鏡とは特殊な内視鏡で、狭い術野の中で手術顕微鏡では見えない部分を観察し、術

野に死角を生じないようにすることができる。ミリ単位の誤差なしに使用者の意図した位

置で正確に止めることができる。動作の制限も少なく、人間の手のように使用することが

できる。顕微鏡のモニターに視野外表示として MRI の画像を表示する機能が追加されてい

るものもある。そうした機器では、顕微鏡の術野外に内視鏡や MRI の映像を切り替えて映

すことができる。 

② 軟性鏡 
軟性鏡は内視鏡の本体が樹脂でできているため可動性を有する。多くは内部にグラスフ

ァイバーを有するファイバースコープとも呼ばれる。穿頭術を行い、硬膜を切開して脳に

細い管を差し込んでいき、病変部を観察した後、内視鏡の側孔より鉗子やバルーンカテー

テルや血液を凝固止血させるための道具類を挿入し、病変部を切り取ったり、穴をあけた

り、広げたりといった手技を行う。最近はビデオスコープが開発されたことにより、先端

に取り付けられた CCD カメラにより術野の画像を撮影できる。画質はかなり向上している。 

③ クリップ 
クリッピングは未破裂の動脈瘤や状態の良いくも膜下出血を起こした動脈瘤に対して頻
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繁に行われる手術である。サイズの大きな動脈瘤の場合、クリッピングの際に動脈を巻き

込んでしまうリスクを含んでいる。動脈を誤って止めてしまうと、その先の脳組織に血液

が届かなくなり、脳機能にダメージを受ける。それを回避するため動脈を通す窓があいた

クリップ、リング付きのクリップ、動脈の種類にあわせてカーブしているクリップなど様々

な形状、大きさのクリップが開発されている。 

④ 脳深部刺激療法用電気発生器 
脳深部刺激療法とは、パーキンソン病の患者に、症状を引き起こしている視床下核に電

気刺激をすることで震戦を抑える治療法。システムが針を連動させてターゲットの場所に

針を入れ電気刺激を行うことで症状が軽くなる。なおこれは対症療法であり、病気の進行

を止めるわけではない。 

頭部に 2 箇所穴を開けて電極を設置する。視床下核をみつけるために穴を開けた場所に

電極を挿入して細胞の活動を捉える。視床下核(STM)に入ると細胞の活性が高くなるため、

その場所に電極を挿入する。それを脳の両側に挿入する。 

この治療を施された患者は自ら電極のスイッチを入れることで体の振るえを抑えること

ができる。スイッチをいれてから時間がたつと動きやすくなる。その間電極の間では電気

がながれたままとなっている。 

⑤ 覚醒下手術における麻酔深度の表示 
覚醒下手術とは患者が意識のある状態で脳の手術を行うこと。患者と会話をしたりしな

がら患者がどの程度覚醒しているかを確認する。5 年～7 年ほど前から出始めてきた手術。

麻酔の発達と、麻酔の深度が数字で現れるようになったために可能となった。麻酔の深度

には個人差があるものの術者にとってはかなりの目安となる。 

こうした技術の発展に伴い声帯にチューブに通さなくてもよい挿管が開発されている。

声帯に置くだけなので患者の負担を軽くすることができる 

⑥ インド・シアニン・グリーン 
術中に ICG(インド・シアニン・グリーン)という蛍光色素を静脈注射すると、血流がある

動脈が白く光る。それにより血流があるかどうかを顕微鏡で確認できる。臨床応用はすで

にされていて日本で承認されるかどうか微妙なラインにある。 

⑦ サイバーナイフ 
サイバーナイフはシステムが自動的に照射位置を補正することができる。そのため患者

が動いても照射位置が動かないため患者の頭部を固定する必要がない。技術が実用化され

てからまだ 7～8 年といったところである。 
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3）既存の医療機器の改良すべき点 

① ナビゲーション 
手術中に MRI の診断画像を確認できないことが課題である。通常、前日に撮影、登録し

た MRI 画像を用いて手術を行っているが、手術中のブレインシフトによってナビゲーショ

ンの精度が下がる。これを防ぐために患者の脳の撮影前に位置決めのためのチューブを 4

本程度挿入しておき、大体の輪郭を把握している。 

術中エコーを用いたリアルタイムナビゲーションとは前日に登録した MRI 画像と手術日

に撮影できるエコー画像を組み合わせる技術。MRI 画像に比べ、エコーは手術日に撮影でき

るというメリットがあるが、画像の解像度は MRI 画像と比較して低い。 

使用における問題点としては、術中にエコーを撮影している間に腫瘍は縮小していくた

めに前日に撮影した MRI 画像と術中エコー図との間にずれが生じることがある。そこで腫

瘍の特徴的な位置にマーキングをすることで、腫瘍がどの程度縮小したかを判断する。エ

コーの画像の解像度が低いために単独では腫瘍の概要をつかむのは難しいため、MRI 画像と

併せて判断する。この両画像を総合した判断は術者に任されている。 

② 深部刺激療法用電気発生器 
このシステムには（１）小型化、（２）電池が切れてしまうこと、（３）体内に電極を挿

入することで感染をおこす患者がいることが改善点として挙げられる。小型化については、

現在の技術を照らし合わせると電気発生器をもっと小さくすることが可能であると考えら

れる。メーカーに競争相手がいないために改良が進まず現在の大きさとなっている。メー

カーが 2社以上になれば、サイズが 5分の 1くらいになるのではないかと考えられる。 

電池がの寿命の問題により、定期的(約 5 年おき)に電池を入れ替える必要がある。無線

など外部から充電することができる装置があれば半永久的に使用できる。 

③ 内視鏡 
内視鏡の改善点としては（１）小型・軟性化、（２）画質の向上、（２）視野角の拡大が

求められる。サイズに関しては、現在の内視鏡は隙間から入れるが、一定の太さを確保し

なければならない。最終的には脳の隙間から入っていける太さ、軟らかさが理想である。 

④ コイル 
コイルの改善点は動脈瘤に完全に収まるようになることである。コイル塞栓術に使用さ

れるコイルの問題点は動脈瘤を完全に塞ぐことができずに一部隙間を残してしまい、血流

が流れ込んでしまうことがある。そこで現在では様々なコイルが開発されている。例とし

ては、慈恵医大の村山先生により、コイル自体の膨張によって動脈瘤を塞ぐコイルが開発

されている。その他にも動脈瘤の内壁に引っかかるコイルや、糊のようなものを動脈瘤に

入れるなどのアイデアが議論されている。 

⑤ 術中 MRI 
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術中 MRI の改善点は（１）画質の向上、（２）サイズの縮小化、（３）リアルタイムで画

像が表示されること、（４）撮像範囲の拡大が求められている。サイズは手で動かせて、収

納しやすい程度が理想である。撮像範囲も現在のものでは手術中は依然として制限を感じ

てしまう。またよりリアルタイム性が実現するとよい。例えば、スイッチを踏んだら画像

が表示されて現在の状態が確認できる程度。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① ナビゲーションシステム 
ナビゲーションシステムのリアルタイム性を追求できればよい。つまり手術中の作業を

とめることなく MRI 画像を撮影することができるとよい。MRI の場合であれば、手術中に手

術室ごと患者をリアルタイムで撮影することができる技術などである。レントゲン撮影な

ら可能かもしれないが侵襲が気になるところである。赤外線や温度など無侵襲で人間の体

を透過した後のものが撮影できるとよい。 

② 簡単なバイパス 
サイズの大きい動脈瘤の治療において困難な処置は、自然な血流を保ったまま動脈瘤を

縮めることである。この治療における一番のリスクは親動脈の血流が止まってしまうこと

である。そこで血管に針状のバイパスを簡単に作ることができれば手術に集中できる。 

③ 電気刺激 
深部刺激療法用の電極を体内に入れることなく電気刺激ができるとよい。体内に電極を

入れると感染してしまう患者がいるため、体外に取り付けた装置から脳内の特定の場所を

電気刺激できるようになるとよい。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 再生医療の方向性 
ES 細胞の見通しは厳しいという印象を受けているが、iPS 細胞に関しては患者自身の生

体由来の神経幹細胞を使う手法であり、有望と考えている。神経分化した状態に近いため

安全であると考えられる。 

一方パーキンソン病の治療に関してはそう簡単にはいかないのではないかと考えている。 

脳梗塞の治療はどの治療法に効果があったかわからない、言い換えると何をしても効果

がある可能性がある。tPA の効果はかなりあったのではないかと考えられる。ただ、脳梗塞

で脳神経にダメージを受けてしまった場合、それを治すのはリハビリや、リハビリに由来

する神経網の再生だろう。基底核にダメージを受けた患者の場合には再生医療が有効な可

能性が高いのではないか。 
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（10）名古屋大学医学部付属病院 脳神経外科学 准教授 宮地 茂先生 

1）専門分野 

専門領域は、脳血管内治療である。部位は、主に脳血管（脳や頭頸部など）である。脊

髄を対象にすることもある。 

主な疾患は、脳血管障害（脳卒中を含む）である。具体的には、脳動脈瘤や脳血管狭窄、

頚動脈狭窄症、脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻、脳腫瘍、外傷に伴う血管の病気などである。 

手術実施件数が最も多い疾患は、脳動脈瘤である。次いで頚動脈狭窄症となっている。

頚動脈狭窄症については、頚動脈狭窄病変のステント治療を行っている。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断機器 

a） 血管造影装置 
イメージング技術の向上により、高解像度のイメージや３次元情報の構築が可能となっ

た。また、ロードマップ（血管地図）を作成することにより、多様な情報を得られるため、

カテーテル治療時の目的地までのアクセスが向上した。 

バイプレーンエックス線装置の導入により、１回の造影剤注入で同時に２方向からの撮

影が可能となったため、診断時間が短縮した。 

b） ＣＴ、ＭＲＩ 
現在のＣＴやＭＲＩは、細かい血管を鮮明に表示できるようになった。 

ＭＲＩでは、プラークイメージの実現により、血管壁の状態の評価が可能となった。 

ＣＴでは、４次元画像の構築が可能となった。また、撮影時間の短縮により、患者側の

負担が軽減した。 

c） 血管内超音波装置 
血管内超音波装置を使用することにより、頚動脈の血管壁の状態を把握できる。具体的

には狭窄部の血管壁構造を評価できる。たとえば、プラーク評価を行い、石灰化プラーク

を抽出する。また、血管内超音波バーチャルヒストロジーを用いたプラーク診断を行うこ

とにより、がん再発予測に役立つ。 

② 治療機器 

a） カテーテル、ガイドワイヤ 
カテーテルおよびガイドワイヤの種類が増えた。また、カテーテルおよびガイドワイヤ

の柔軟性が向上し、安全性が増したことにより、従来は到達しなかった場所にまで到達可

能となった。 

b） コイル 
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塞栓に使用する材料のなかで最も進歩したものは、コイルである。以前は、１社が数種

類のコイルを販売しているのみであったが、現在は５～６社がコイルを販売している。さ

らにコイルの種類（形状や柔軟性、長さなど）が多様化したことにより、病変部への多様

なアプローチが可能となった。たとえば、コイルには、ウルトラソフトやエクストラソフ

トなどがある。 

また、欧米では吸収素材や膨張素材などが塗布されたバイオアクティブのコイルを使用

している。ただし、このコイルについては、良くない評判も聞かれ始めている。なお、日

本ではまだ使用されていない。 

c） ステント 
日本で使用可能なステントは２種類、保険が適用されるものは１種類のみである。 

d） プロテクションシステム 
ステント留置術時に血栓遠位飛散を防ぐためのプロテクションシステムは、手術時の合

併症として大きな問題となる脳梗塞の発生を予防する。 

e） 神経内視鏡 
神経内視鏡を使用することにより、血腫腔内を観察できるようになった。また、脳動脈

瘤グリッピング術の際に、神経内視鏡を使用することで顕微鏡の死角を補い、動脈瘤周辺

の血管の有無を確認できる。 

最近では、従来顕微鏡のみで行っていた手術を、内視鏡のみで術野を観察し非常に小さ

い開頭でクリップ術を行うという試みもある。この手術には熟練した技術が必要となる。 

f） ナビゲーションシステム 
ナビゲーションシステムの性能が向上した。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 血管造影装置 
事前に作成したロードマップを患者の体の動きに同期、追随できるようにしてもらいた

い。現在、シーメンスがこうした血管撮影装置を開発している。 

② 内視鏡 
内視鏡画像の３次元化が必要である。 

③ コイル 
コイルは、血圧を受けることにより、浮遊してしまい、定着しないことがある。充填剤

としてジェルを使用しても上手く行かなかった。これを改善してほしい。 
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4）実現が望まれる新規の医療機器 

① ゲル状の塞栓物質 
欧米では、ゲル状の塞栓物質の研究開発が進んでいた。しかし、最近ではその動向を耳

にしなくなったため、臨床成績が芳しくないのかもしれない。将来的にはいくつものコイ

ルを使用せずに、塞栓できるようになることが望ましい。 

② カテーテル 
今後、さらに細いカテーテルが開発されると思われる。しかし、細いだけでなく、弾力

性のあるものが求められる。カテーテルの材料には改善の余地があると思われる。 

現在、開発されているインテリジェントカテーテルのように、自由自在に動かせるカテ

ーテルがほしい。カテーテルの先端に磁場センサーを装着し、外から磁場をかけて先端を

誘導する方法もあるが、非常に強力な磁場が必要となる。４～５年前から開発されている

が、目立った成果報告を耳にしないため、難しいのではないか。 

③ その他 
くも膜下出血後の脳血管攣縮の危険性や、造影剤に対するアレルギーの有無を事前に把

握できるような装置がほしい。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 医療機器全般 
医療機器の開発に際して重要なことは、機器の安全性や有用性だが、トレーニングをせ

ずとも誰でも扱える機器でなければ売れない。 

現在、ほしいと思う医療機器はすでに欧米で使用されている。それ以上のものを日本で

開発するためにはそれらを使用しなければ議論ができない。 

 

6）その他 

① 血管内超音波装置の普及率 
日本では血管内超音波検査が欧米に比べ、普及している。日本では、頚動脈ステント留

置術は脳血管内治療で最も積極的に行われている。一方、欧米では、頚動脈ステント留置

術は循環器内科で行われている。日本の医師は、手術時間が若干長くなっても、血管内超

音波検査を行うことにより、頚動脈の状態を見極め、慎重に手術を行いたいと考えている。

日本と欧米とでは血管内超音波装置の普及率に差が見られる背景には、国民性の違いがあ

るのかもしれない。 

② 血栓 
超音波によってプラークなどを破砕し、穴を開けるという方法は、心臓領域では可能だ
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が、脳血管領域では、破砕したプラークが末梢血管に詰まり脳梗塞を引き起こす危険性が

高いため、現段階では時期尚早である。より安全に破砕したプラークを回収する方法を検

討しなければならない。 

欧米では、塞栓子を捕捉するためのコイル状の網が使用されている。日本には輸入され

ていない。日本企業が開発することも可能だと思われる。 

③ 脳動脈瘤のためのステント 
脳神経外科領域では、頚動脈ステントが１種類のみ認可された。脳血管外科領域では、

冠動脈ステント（心臓用）を使用している。脳動脈瘤のためのステント（ステント併用コ

イル塞栓術）は、現在治験中である。この治験結果が良好であれば、認可を受けられるか

もしれない。認可が下りる時期は早くても来年である。欧米ではすでに４～５年使用され

ている。 

④ 抗血小板剤 
血栓形成を予防するためには、抗血小板剤（血小板の凝集を阻害する）や抗凝固剤（ペ

パリンなど）が使用される。抗血小板剤は、患者によってその効果に差が見られる。特に

アスピリンは、全く効かない患者が約１割いると言われている。また、最近導入されたク

ロピドグレルも、常用量を摂取しても全く効かないことがある。 

欧米では血液の状態を測定する装置を日常的に使用しているが、日本には装置が輸入さ

れていない。 

⑤ ロボティクス 
腹腔鏡下手術では、ロボティクスを応用することが可能である。信州大学では脳外科手

術用のニューロボットの研究開発が進んでいる。ロボット自身が判断し、手術を行うこと

までは期待しないが、術者の指示に対して素早く対応できるロボットが必要である。 

また、カテーテル手術を行う際にはレントゲン撮影によって血管を写し出すため、術者

の被爆量が問題となる。したがって、遠隔手術の実現が望まれる。以前、トランペットを

吹く二足歩行型ロボット（愛知万国博覧会）の開発者に会い、遠隔手術を可能とするよう

なロボットの開発について聞いたところ、現在の技術レベルではまだまだ難しいことが分

かった。たとえば、術者は血管の感触によって力加減を変えている。ロボットを使用する

場合も、ロボット自身が血管の状態を判断し、把握した情報に基づき動くようにしなけれ

ばならない。そのためには、術者が血管に触った際の感触を数値化・標準化する必要があ

る。このような標準化は、術者の技術レベルのばらつきを改善することにもつながる。 

⑥ 再生医療 
脳血管障害では、たとえば壊死した脳神経を万能細胞のような幹細胞によって再生させ

ることができれば良い。 

脳血管領域において、血管再生を行うことはリスクが高い。脳の血流を活性化させるた
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めの最も効果的な方法は脳を使うことである。多くの血管を再生させるより、むしろ神経

機能を活性化させる方が良い。 
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（11）神戸市立医療センター中央市民病院 坂井 信幸先生 

1）専門分野 

専門分野は脳血管外科である。主な疾患は、脳動脈瘤が最も多く、次いで頚動脈狭窄症

となっている。その他は、脳動脈瘤（250 症例）、頚動脈（100 症例）、急性の脳血管閉塞症、

硬膜動静脈瘻などである。神戸市立医療センター中央市民病院における昨年の手術症例数

は 1,000 症例、脳血管関連の手術はそのうちの約 300 件であった。 

実施頻度の高い手技は、脳動脈瘤クリッピング術、脳動脈瘤コイル塞栓術、頚動脈ステ

ント留置術である。これらの手術症例数は年間 350 症例である。また、同病院は脳卒中セ

ンターであるため、脳梗塞やくも膜下出血（70 症例）も扱う。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① Guglielmi detachable coil（ＧＤＣ） 
この 10 年で診療成績の向上に大いに貢献した医療機器は、Guglielmi detachable coil

（ＧＤＣ）（離脱型コイル）である。日本では 1997 年にＧＤＣによる脳動脈瘤の治療が可

能となった。 

また、ＧＤＣのほかにステントやバルーンを用いた手術の導入により、脳動脈瘤の治療

方法が血管内治療へと移行した。 

② 頚動脈ステント留置術 
頚動脈ステント留置術は、1997 年から同病院で実施されている。 

脳梗塞を防止するためのフィルターが 2008 年４月から保険適用となる。遠位塞栓防止機

材が開発されたことにより、脳動脈瘤クリッピング術、脳動脈瘤コイル塞栓術、頚動脈ス

テント留置術といった治療法が行えるようになった。 

③ 診断機器 
Digital Subtraction Angiography（ＤＳＡ）では、画像をデジタル処理し、骨などの陰

影を除去することにより、血管のみを観察できる。この技術は 20 年前にはすでに完成して

いた。約９年前には回転血管撮影が導入されたことにより、血管の立体画像を構築できる

ようになった。約３年前にはエックス線検出器としてフラットディテクタが採用されるよ

うになった。コンピュータの能力が幾何学級数的に向上したことにより、脳血管領域の診

断機器は格段に進歩した。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 診断機器 
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診療対象となる脳血管のサイズは 50μ（20 分の１㎜）である。現在の検出器では 150μ

が限界である。エックス線血管造影撮影装置で、50μの血管を検出できるようにしてほし

い。血管造影装置のクオリティによっては 100～200μの前脈絡動脈の画像をとらえること

ができない。非常に細い血管であっても、時として人命を大きく左右することがある。手

術前に画像で確認できれば、術者はおおよその見当を付けて手術を行える。手術の成功率

に大きく関わる問題である。 

画像診断により、動脈瘤に癒着した血管の剥離が容易なのかどうかを判断できるように

してほしい。この判断が可能となれば、手術の難易度やそれに伴う危険性を科学的に理解

することができる。手術前に血管を詳細に観察することができれば、手術の成功率が向上

する。 

血管壁の質的な診断をできるようにしてほしい。超音波装置やＭＲＩ、ＣＴに限らず、

分子イメージング、光診断などその手法は問わない。現在、プラーク（動脈硬化巣）の質

的な診断はＭＲＩやＣＴによって行われているが、決定版がまだない。 

医療の目的は人々が健康で長生きできるようにすることである。血管の性状やプラーク

の性状・性質などを単に把握するだけでなく、何らかの病気を診断するための指標を得ら

れるような診断技術の開発を求めている。仮に臨床医の求めるような診断技術が開発され

れば、臨床医がその有用性を検証する必要がある。 

② カテーテル 
ガイドワイヤーやステント、バルーンなどがあるが、非常に細く、そして血管のなかを

より自由に、安全に通るものがほしい。 

たとえば、脳腫瘍の手術は非常に難しく、手術後も患者が回復するかどうか分からない。

しかし、より細いカテーテルが開発されれば、脳腫瘍の栄養血管に細い管を挿入し、栄養

血管を塞栓することにより、治療を行うことも可能である。つまり、手術を行わずに、血

管内治療によって脳腫瘍を治療できるようになる。ただし、栄養血管は非常に複雑であり、

時には強い角度で曲がっている。また、非常に重要な神経の真横に位置していることもあ

る。そのため、脳腫瘍につながる栄養血管は塞栓するが、神経につながる血管はそのまま

残すなど、自由に操作できるカテーテルが必要となる。 

現状では、頭蓋底部腫瘍の栄養血管は細いため、カテーテル治療の対象となっていない。 

a） ナビゲーション 
経験の浅い臨床医であっても、安全にカテーテル治療を行えるような機器がほしい。そ

して、バルーンやカテーテルなどの治療機器や診断機器が目的地まで届くようにしたい。

たとえば、画像をなぞることにより、カテーテルが自動的に目的地まで行く。 

すでにマグネットナビゲーションが存在するが、実用化には至っていない。自走式カテ

ーテルについても開発計画が立ち上がっているが、実用化していない。 
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4）実現が望まれる新規の医療機器 

① 医療機器全般 
現在、治療できない疾患は数多く存在する。その疾患の数だけ実用化が求められる医療

機器はある。 

また、たとえばなぜ脳動脈瘤ができるのか、いつできるのか、破裂するのかなどが分か

らない。治療にはリスクが伴うため、手術が必要だと判断された場合のみ手術を行うこと

が望ましい。こうした判断を可能とする診断機器の開発が求められる。仮に手術が必要で

ある場合は現在の医療技術を駆使し、現在の医療技術では困難な場合は新しい医療技術を

開発しなければならない。 

② 治療支援のための医療機器 
ステントやコイルなどの異物を血管に留置した場合、血栓が形成され、それが脳血管に

詰まる。再狭窄を予防することを目的として、ドラッグエリューティング（薬剤溶出型）

ステントが発売されたが、ステント内血栓症の問題が起きている。脳血管障害の二次予防

では、一般的に抗血小板剤の投与が行われている。しかし、その効果は個々人で異なる。

また、その効果を瞬時に測定する方法が日本には存在しない。activated clotting time（Ａ

ＣＴ：活性凝固時間）を測定しているが、抗凝固状態の測定だけでなく、血球の働きを抑

制しているかを知りたい。米国では抗血小板活性を測定するための機器が販売されている

が、米国でもその信憑性に疑問を持っている者がいるため輸入されないようだ。抗血小板

活性を測定するための診断機器を開発し、販売すれば、非常に売れるだろう。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① 医療機器市場について 
カテーテル市場に新規参入することは可能である。実際に、ベンチャー企業が坂井先生

にカテーテルを持ってくることはある。ベンチャー企業は優れた技術を持っているが、米

国や日本の医療機器の承認システムではベンチャー企業が生き残ることは難しい。独創的

かつ大きな収益の見込める製品を生み出し続けることは困難であるため、ベンチャー企業

はプロトタイプまで開発した後に大企業にそれを買い取ってもらう。製薬会社の例からも

分かるように、研究開発や承認取得などビジネス化するまでの一連のプロセスに莫大なコ

ストがかかる。しかし、大型医薬品は成功すれば 1,000 億円の収益が見込まれるため、研

究資金も 10 億円単位となる。一方、医療機器はヒット商品であっても１億円単位の収益で

ある。ただし、市場が小さいことから、米国ではスモールカンパニーが成功することもあ

る。日本もビジネスチャンスが生まれるような国になれば、ダイナミズムが生まれるかも

しれない。 

② 日本社会の意識改革 
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病気は本来的に危険を有している。また、医療も不確実なものである。不確実性を持っ

た医療が裏目に出た際に日本国民や日本社会、マスコミがどのように対応すべきかを検討

しなければならない。後々不具合が生じた際に、現在のように情緒的に行動しているよう

では未知の技術に挑戦しようという試みを阻害することになる。多くの医師は社会や患者

のために奮闘している。高い志を持たなければ優れた医療機器は生まれない。そうした志

を持って開発した医療機器に後々不具合が生じても、特定の人物を犯人に仕立て上げるこ

とは望ましくない。「誰も悪くない」という文化を育てる必要がある。 

肝臓がん治療で使用されているマクロカテーテル（米国の Target Therapeutics 社が 1987

年に開発）は当初、脳血管領域を対象に開発され、1988 年には日本に導入された。パルマ

ッツーシャッツ・ステントは、世界では日本が初めて承認した。薬害エイズ事件が起きる

まではこうしたことは珍しくなかった。薬害エイズ事件の際に厚生労働省の官僚を逮捕し

たことにより、承認に対して及び腰になったのではないか。 

医療分野に限らず、誰もが努力した結果生じてしまったことについて、犯人探しをする

ようでは優れた製品は生まれない。誰もが安心して挑戦できる社会を作ってもらいたい。 

 

6）その他 

① 血管内治療について 
血管内治療はいずれあらゆる領域にも応用されるようになる。米国の Target 

Therapeutics 社が 1987 年に開発したマクロカテーテルの極細のものについては、日本で開

発された。肝臓がんの治療には、もう少し太いマイクロカテーテルを使用しても良かった

ため、若干太いマイクロカテーテルがその後開発された。肝臓がんの患者数が非常に多く、

非常が大きかったこともあり、脳血管領域よりもマイクロカテーテルの使用が広がった。 
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（12）横浜市立大学付属病院 脳神経外科 教授 山本 勇夫先生 

1）専門分野 

主な疾患は、脳腫瘍である。そのほかには脊髄・脊椎疾患や機能的脳神経外科（てんか

ん、パーキンソン病など）に関する疾患を扱っている。がんの治療については、国立がん

センターや横浜労災病院、茅ケ崎徳州会病院等と連携しながら行っている。脳血管障害と

しては、もやもや病や脳動静脈奇形、脳動脈瘤を扱っている。 

横浜市立大学付属病院には、横浜市大センター病院と高度救命救急センターがあり、こ

れらを一体として考えている。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 血管内治療 
山本先生が考える脳神経外科領域における３大革命のひとつはマイクロサージである。

これは脳神経外科領域に顕微鏡が導入された 40 年前に起きた革命である。二つ目の革命は、

カテーテルやステントの進歩である。最後がコンピュータの進歩である。 

この 10 年で大幅な進歩が見られたのは、カテーテルやステントを用いた血管内治療とコ

ンピュータテクノロジーである。ここでいうコンピュータテクノロジーとは、内視鏡手術

ナビゲーションシステムやロボットによる手術、ガンマナイフ、サイバーナイフ、ノバリ

ス（定位放射線治療装置）など、コンピュータテクノロジーを利用しているシステムを指

す。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 脳動脈瘤クリッピング術 
クリップの種類は従来に比べ、増えた。ただし、必要に応じて、その場でクリップの形

を変えられるようにできればより使いやすくなる。 

② ステント留置術 
ステントは種類（長さなど）が少ない。ステントやクリップに限らず、様々な手術器具

について素材の限界を感じることがある。 

③ カテーテル 
目的地に到達するまでに引っかかってしまうことがある。また、柔軟性があるが、一方

でとぐろを巻くように挿入することが難しい。 

④ ガンマナイフ 
ガンマナイフは脳腫瘍や動静脈奇形の治療に使用されている。脳神経外科領域では、頭
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部のほか、脊髄疾患も対象としているが、ガンマナイフではたとえば脳腫瘍であれば約 3cm

以下のものが対象となる。それ以上の大きさのものには対応できないという課題がある。

ガンマナイフはひとつの治療法であり、これのみで治療を行うことは難しい。また、ガン

マナイフには潜伏期があり、放射線治療の効果が表れるまでに 1～2年の期間を要する。放

射線治療は低侵襲だが、たとえば動静脈奇形の場合、潜伏期にくも膜下出血を起こす危険

性もある。 

ガンマナイフは日本に導入されてから約 10 年しか経過していない。そのため、最近にな

ってようやく、長期間経過した後の合併症（放射線治療による副作用など）への注目が集

まり始めた。放射線治療により、疾患周辺部の正常な神経細胞に悪影響を与えたという報

告もされている。ガンマナイフによる治療法を再検討する時期に来ていると言える。 

最近ではサイバーナイフが導入されたが、保険が適用されていないという課題がある。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① ナビゲーションシステム 
内視鏡を用いて、ミクロレベルあるいはナノレベルの非常に細い血管にまで自動的に誘

導してくれるようなナビゲーションシステムがほしい。現在、実施している頚動脈ステン

ト留置術では、手動でのステント留置が可能。しかし、１mm、２mm の血管内での治療を想

定した場合、ナノチューブを使用すれば論理的には可能だが、手動で目的地まで到達させ

ることが困難である。 

今後、血管内治療の割合を高めるためには、チューブの改良だけでなく、ナビゲーショ

ン技術の向上が必要不可欠である。 

② 超音波による術中リアルタイム画像 
リアルタイムで血管を観察できるようなシステムがほしい。脳は頭蓋を開くと形が変化

する（ブレインシフト）するため、術前の画像と、術中での実際の見た目にズレが生じる。

今後は、超音波による術中リアルタイム画像の表示が期待される。 

現在使用している手術顕微鏡では一部分しか観察することができない。術野をさまざま

な角度から見られるようにしてもらいたい。そのためには手術顕微鏡と内視鏡とを組み合

わせたようなものがほしい。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① ナノテクノロジー 
ナノテクノロジーに注目している。ナノテクノロジーは外科領域には必要不可欠である。

現在、ドラッグデリバリーシステム（DDS：Drug Delivery System）の実用化が現実味を帯
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び始めている。ナノレベルでの治療が可能となれば、薬剤を選択的に目的地に到達させる

ことができるようになる。 

カテーテルやモレキュラーサージェリー（分子手術）で使用されるメスについてもナノ

テクノロジーを利用した開発が求められる。 

② 研究助成 
研究助成が不十分であるため、基礎研究が手薄になっている。医療機器の開発は立ち遅

れている。 

 

6）その他 

① 血管内治療 
今後は、血管内治療の割合が非常に高まるだろう。日本では脳動脈瘤に対する血管内治

療の割合はまだ約 30％だが、欧州では 60～70％、米国では 40～50％となっている。 

② 診療科の再編について 
医療技術の進歩に伴い、外科や内科といった領域の境界が曖昧になってきている。たと

えば、脳神経外科領域における究極の低侵襲医療は、再生医療である。失われた細胞を再

生させ、機能を向上されるという再生医療の考え方は、生き残った細胞を活性化されると

いうリハビリテーションの考え方と共通している。いずれは診療科の再編が求められるだ

ろう。現在、ひとつの流れとして、臓器別に診療科を分けるという考え方が出てきている。 

③ 再生医療 
再生医療は、世間では注目を集めているが、万能細胞（山中伸弥教授）の実用化には時

間を要する。再生医療を脳神経外科領域に応用するためには解決すべき課題が多い。 
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（13）岩手医科大学 脳神経外科学講座 教授 小川 彰先生 

1）専門分野 

専門分野は脳神経外科である。専門とする主な疾患・部位は、脳卒中、脳腫瘍である。 

実施頻度の高い手技は、脳血管障害の手術が一番多く、他病院で手を余したような非常

に難易度の高い症例が中心である。脳腫瘍に関しては、頭蓋底の腫瘍など、かなり難易度

の高い症例が県内の他院から、紹介されてくる。 

脳神経外科全体としての手術件数は、年間 400 症例である。脳動脈瘤の手術件数は、年

間 100 症例以上である。脳腫瘍の手術件数は、年間約 100 症例である。残りの 200 症例は、

外傷、脊髄、脳出血などである。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① 診断 

a） ＭＲＩ、ＣＴ 
この 10 年で、MRI（T1T2）の進歩はめざましく、これからの可能性としても非常に大き

なポテンシャルを持っている。 

従来、カテーテルを入れて血管撮影をしなければならなかった侵襲的な診断法であった

が、ほとんど無侵襲で出来るようになったことは、MRI、最近の CT-A、CT アンジオグラフ

ィなどは、非常に進歩した。診断の段階でのリスクが軽減されたことから、非常に大きな

発展であった。 

b） ＤＢＳ（脳深部刺激療法） 
実施件数は多くないが、パーキンソン病に対する DBS（脳深部刺激療法）は、医療機器と

して、安全に使用できるようになった。患者さんの QOL 向上に大いに貢献している。 

② 治療 

a） 超音波の骨メス 
脊髄手術や、脳深部手術は超音波メスにより、非常に安全に出来るようになった。超音

波手術装置の CUSA から発展した機器で、骨を削るための医療機器として開発された。従来

は、骨の切断はドリルでおこなっていたが、高速回転による血管の巻き込み事故などの危

険があった。超音波の骨メスはこうした危険がなく、骨の掘削が出来るという意味で、手

術機器として非常に安全性の高いものである。 

b） 血管内治療技術（コイル、ステント） 
脳血管分野で、近年急速に発展した技術としては、血管内治療技術があげられる。開頭

せずに、カテーテルにより脳血管を治療できることや簡便さを理由に、臨床医のみならず

一般国民から注目されている。ただし、安全面にはまだ問題がある。 
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3）既存の医療機器の改良すべき点 

① 既存の医療機器の改良すべき点について 
手術に関して、血管内治療がずいぶん進歩したため、開頭手術が減ると考えていたが、

予測したほどには減っていない。したがって、血管内治療の種々の機器に関しては、まだ

改良の余地が大いにあると考えられる。 

a） 顕微鏡手術 
顕微鏡手術については、もっと高倍率の顕微鏡が必要である。顕微鏡手術のレベルアッ

プとして、広い視野ではなく、今の拡大率の倍もしくは、3倍ぐらいになれば、もっといろ

いろなところで応用される可能性は極めて大きい。 

手術用の顕微鏡の倍率が上がるということは、手術機器すべてについて、もっと細かい

緻密な機械にならなければならない。こうした改良が実現されると、手術で行えることの

幅が広がるだろう。 

b） ステント 
将来性のある方法ではあるが、まだ改良が必要である。血管内治療をした後、頻繁に経

過観察をしなければいけないこと、術中に血栓が飛ぶ危険があること、術後に抗血小板薬

を飲み続けなければならないこと、などを考えると、医療経済の面からみても、そのため

に掛かる医療費という点で患者の負担が大きい。 

血管内治療の改善点としては、血管を突き抜けない、血栓を飛ばして脳梗塞ならないよ

うな形として、もっと確度の高い手法が必要である。 

動脈に対するコイル塞栓術は、長期成績が出ていないので、従来の方法と比べてどの程

度貢献しているのかは、現在のところ疑問である。今後の塞栓率の向上が期待される。 

ステントに関しては、一時的に血管の狭窄が広がるが、再狭窄という問題があり、長期

予後のデータがまだ十分ではない。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① より細い血管を診断・治療できる技術 
血管内治療について、穿通枝領域の梗塞が多く、将来的に例えば 200μｍ、100μｍなど

というようなオーダーが必要になってくる可能性は大いにある。現状では、技術的に難し

いが、顕微鏡手術でも、3倍ぐらい拡大できれば、もっと細かいところまで治療できるよう

になる。 

② 虚血脳保護剤 
強力な血栓溶解剤として、tPA が一昨年保険認可されたが、全部に効くわけではないため、

まだ効果も強力ではない。脳の血の巡りが悪くなった時、普通は 3分脳の血管が詰まれば、

脳は駄目になると言われているが、薬によってもたせられるという、脳に対する虚血脳保
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護剤が出来れば、大きな進歩となる。患者にとっても、医師にとっても手術などの計画が

でき、治療の可能性と範囲が広がり、患者の QOL に直接結び付くという点で、そういった

ものの開発が一番必要である。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

MRI は、高磁場化しており、一般の開業医では、0.5 テスラーのレベル、普通の病院では、

1.5 テスラーで、それが更に 3テスラーの MRI になってきた。MRS は、MR を使ったスペクト

ロスコピーで、近い将来、脳の中の神経伝達物質などが、3次元の画像化される。そうなれ

ば、MRI だけでほとんど診断が出来るような時代になる。MRI は、空間分解度がものすごく

高いため、微小ながんの初期のものも診断出来るようになる可能性もある。 

CT もいらなくなる可能性がある。 

RI 検査で、ペット、スペクトルなどは一般に使われているが、がん診断に関しても将来

的には、MRI でがんを検出するコリンを画像化することが出来るようになる可能性もある。 

 

6）その他 

① わが国の医療機器開発について 
官僚システムと、厚生労働省のシステムの中で、外国から輸入するようなものに関して、

非常に安易に受け入れられているにもかかわらず、日本の国内で開発をしようとした場合、

非常に大きなバリアがある。日本の医療機器を認可するシステムそのものを根本的に変え

ない限り、医療機器、医薬品の開発で世界に競争出来るような開発はされない。 

② 地方大学病院の使命 
地方の大学病院では、東京の大学病院に比べて、非常に大きなハンディキャップを負わ

されている。例えば、岩手県では、全県から集まるすべての疾患について対応しなければ

ならず、医療制度の違いはあるが、不採算だからといって、大学病院としてやらないわけ

にはいかない。都市と地方で、同じような保険上の扱いをされていることも疑問がもたれ

る。医療技術が良くなったから、患者さんのＱＯＬが得られるわけではなく、トータルの

システムと合わせて、地域としても考えていかなければいけない。 

全国に各県 1 大学、北海道には 3 大学あるが、東京地区には数多くの大学があり、やは

り東京メトロポリタン、大阪メトロポリタンなど病院数が多いところは、病病間連携も病

診連携もあまりなく、システム化もされていない。地方のように一つの県を、全体として

統括をしている場所とは、全然状況が違う。 
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（14）岩手医科大学 脳神経外科学講座 助准教授 小笠原 邦昭先生 

1）専門分野 

専門分野は、脳血管外科特に、脳血管障害、脳循環代謝である。 

実施頻度の高い手技は、脳動脈瘤の根治術、バイパス手術、頸動脈内膜剥離術である。

脳動脈瘤手術の手術件数は年間約 80 症例、バイパス手術は年間約 10 症例、内膜剥離術は

年間約 40 症例である。 

 

2）この 10年で患者ＱＯＬの向上等に貢献した医療機器 

① MRI 
脳血管領域では MRI が、最も診療成績患者の QOL 向上に最も貢献している。MRI の磁場強

度が高まったことで解像度が向上し、従来は不可能だった白質繊維の描出が可能となる等、

診断の幅が広がった。また、従来は得られる画像が形態画像のみであったが、最近はファ

ンクショナル MRI といった機能画像が撮影できるようになった。こうした背景から現在、

脳血管領域では MRI による診断が一定の地位を築いている。 

② SPECT(シングルフォトエミッション CT) 
SPECT も MRI と同様、診療成績や患者の QOL 向上に貢献している。脳血管領域で SPECT が

重要な位置づけにある理由は、SPECT の画像で患者への手術適応を判断しているためである。

SPECT から手術適応を決める判断材料となる情報を得られるようになったのは、この 10 年

である。これは、ハードの開発ではなくソフト開発によるものが大きい。もっとも大きな

進歩は、統一された基準で手術適応を決められるようになったことである。ソフト開発に

より、装置および施設横断的に画像を比較でき、それに伴う判断基準の方法論も標準化が

進んだ。 

手術適応の基準を定めたのが、1998 年に立ち上げられ厚生労働省の支援で継続されてい

る共同研究 JET(Japanese EC-IC bypass trial)スタディである。たとえば、現在では、バ

イパス手術の際、SPECT検査結果がJETスタディで定められた一定の基準を満たさない限り、

手術をしてはならないという規定が全国標準となっている。JET スタディの基準の普及には、

DPC の導入も大きく影響している。診療報酬が包括払いで支払われるようになったことで、

医療施設は不必要な検査や、治療行為を行わないよういっそう努力するようになった。手

術の要否、治療方針の決定の判断材料に JET スタディの基準が用いられている。 

③ CT 
CT アンギオについては、ソフトウェア、ハードウェアの両面で技術開発が進歩した。ハ

ードウェア開発では、放射線被爆量が少なくなったことがもっとも大きな成果として挙げ

られる。さらに、解析ソフトの性能が向上したことで、被爆量が少ないにも関わらず MRI



- 168 - 

に匹敵するような画質を得ることができるようになった。現在の画像の質は、術者の要求

に耐える状態である。場合によっては、今後 MRI よりも高画質になることも考えられる。 

④ 超音波診断装置・近赤外線装置 
頚動脈内膜剥離術においては、超音波診断装置や近赤外線装置などにより、術中に起こ

る合併症をリアルタイムで察知し、対策を即座に立てることが可能となった。ハードウェ

アの機能が向上していること、モニタリングが容易になったことで、患者の危険な状態を

即座に察知できるようになった。 

⑤ ナビゲーション・内視鏡 
ナビゲーション技術と術中内視鏡は、手術支援技術としてこの 10 年で非常に発達してき

た。 

⑥ クリップ 
クリッピング術は、コイル留置術と比較して根治性が高く、材料の安全面においてもク

リップはコイルよりも優れている。クリップが生体内に留置されてから、少なくとも数 10

年間は機能が失われないことが臨床データから証明されている。従って、比較的若年の患

者にも使用することが可能である。 

上記が証明されているのはコバルトクロム合金で、岩手医科大学で疾患が再発した患者

から摘出されたクリップを分析した結果、10 年生体内にとどまっても全く材質に劣化がな

いことを確認した。 

一方、チタンについては、10 年以上の耐久性があるかはまだ証明されていないが、安全

性の高い材料と考えられている。 

 

3）既存の医療機器の改良すべき点 

① ステント 
ステントについては、現在の製品では信頼性が不十分であるため、脳血管外科において

は、手術による治療の方が優れていると考えている。既存の脳血管領域のステントで薬事

承認されているのは、頚動脈用のステントのみである。頚動脈に対して手術を行う場合は、

開創による内膜剥離術が行われるため、侵襲性はさほど高くない。ステントの問題点とし

ては、再狭窄、術中に血栓が飛ぶことなどがある。血栓が飛ぶことをガードするためのフ

ィルターが厚生労働省によって許可されたが、安全性の面から不完全である。現在、厚生

労働省は暫定的に 2 年間許可している段階で、絶対に安全であるという症例にのみ、熟練

した医師が使用するべきという方針を打ち出している。 

薬剤溶出型のステントが開発されたが、価格が高いことに加え、米国では従来のステン

トと比較してあまり治療成績が変わらないことから使用されなくなってきている。 

② CT 
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立体血管撮影 CT(3DCTA)と MR 血管撮影(MRA)の解像度は、脳血管撮影より劣っている。今

後、3DCTA や MRA の画像で脳血管撮影と同程度の細い血管を認識できるようになることが望

ましい。 

診断の際は、全ての血管を描出したいのではなく、特に「キートンの血管」という、太

い血管から直接細い血管が出た「穿通枝」という部位の情報を必要としている。例えば、

内頸動脈の前脈絡叢動脈という部位が詰まると手足の麻痺につながるため、臨床的に重要

な位置づけにある。治療の際は、その血管と動脈瘤などの関係を把握しておく必要がある。

この際に議論の対象となるのは、穿通枝の様子である。また、脳底動脈瘤においては、MRA

や 3DCTA では視床の血管が認識しにくいため、ここを鮮明に描出できるとよい。上記の 2

例のような場合には、CT アンギオが必要となる。患者の立場からすると造影剤の静脈注射

は身体的な負担を伴う。血管撮影なしに上記の部位の様子がわかることが望ましい。 

現在の日本では CT のソフト開発が MRI のそれよりも盛んに行われている。CT 開発におい

ては世界でも日本が優位にあり今後もその優位性を維持していくと考えられる。CT 開発に

おいては東芝がかなりリードしている。一方で MRI の開発はアメリカの GE にリードされて

いる。 

③ シミュレーション 
既存の血管内手術をシミュレートするシステムは、実際に医師をトレーニングできるレ

ベルには達していない。既存のシステムでできることは、血管の内腔写真を基に血管の曲

がり具合、角度などを 3D で再現して表示することなどである。今後の開発により、臨床的

な要求を満たすレベルのシステムは十分に実現可能であると考えられる。 

④ コイル 
コイルについては、動脈瘤内のコイルが血液により圧迫され、縮小し動脈瘤の根元に血

液が流れ込む、「コイルコンパクション」といった、耐久性、安全性の問題がある。これら

の課題を鑑みると、この治療の有用性に結論が出せるのは、10 年ほどの時間が必要だろう。

データによっては、完全否定される可能性もありうる。一方で、治療成績に差異がなけれ

ばコストの面からコイル治療が選択される可能性もある。 

コイルは、高齢者、特に 70 歳以上の患者に対する治療では問題ないと考えられる。一方

で、若年層の患者の治療に関しては、何十年という長いスパンでの安全性を証明する必要

があるため、注意が必要である。 

⑤ カテーテル 
カテーテルに関しては、より細い血管まで到達できるような製品があれば便利である。

ただし、血管内手術にこだわらず、外科的手術に切り替える方法もあるため、現時点では

絶対に細くなければならないというわけではない。 

⑥ ロボットサ－ジェリー 
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現在のところ、脳血管領域の患者の治療に、ロボットサージェリーを使用することにつ

いては否定的である。同じ疾患を抱えていても、まったく同じ症例は存在しえないため、

パターン化することは難しい。従って、ロボットサージェリーはシミュレーションや、手

術の練習としての役割が最適であると考えられる。 

 

4）実現が望まれる新規の医療機器 

① トレーニングシステム 
シミュレーションによるトレーニングシステムの開発が求められている理由に、脳外科

技術の継承問題がある。血管内手術が盛んに行われるようになり、手術に必要な技能を学

べる機会が減っている。一方で、血管内手術で治療できない難しい症例は、必ず存在し、

外科的治療を必要としている。そこでマイクロサージェリー(開頭手術)を行うことができ

る外科医の育成が急務となっている。 

血管内手術専門の医師と開頭手術専門の医師は、同じ脳神経外科の所属であるが、その

後専門性が分かれていく。しかし、本質的には両方の分野を学ぶべきである。そのため技

術の継承をするためのシミュレーションを開発することが必要である。 

シミュレーションのシステムは使用者本人が、仮想世界に入り実際に体験したように感

じられることが望ましい。システム使用者が、手術する患者情報をコンピュータに入力す

ることで、実際の手術と同じ体内構造を３Dで実現することができればよい。実際の患者の

組織画像や触感をもとに再現するとさらによいであろう。 

熟練した脳外科医は、術中の写真と MRI を見て、切開する場所や見えてくる組織などを

頭の中でシミュレートして、手術に臨んでいる。頭の中のシミュレートは重要であるが、

経験の浅い医師には難しい。従って、疑似体験させることが望ましい。 

現在、日本では遺体を用いての手術練習が復旧している。しかし、法律上の問題から、

死体を扱うことができるのは解剖学教室の部屋のみという制約がある。将来的に、このよ

うな手術の練習をテクノロジーで実現してほしい。手術は、永久に残る手技であると考え

ている。 

② 術前に脳の機能を脳表面にマッピングする技術 
開頭せずに、機能地図を脳の表面に描き（機能マッピング）、MRI による頭部の写真に重

ね合わせ、手術時にその情報を踏まえて手術を行うことができると非常に良い。経頭蓋的

に脳を刺激する技術と、刺激している場所と脳の地図とを一致させるための技術が少なく

とも必要である。 

現在、個人の脳の機能を脳表面にマッピングするよい方法がない。脳腫瘍の手術では、

後遺症の回避のため、言語野と腫瘍部位の位置関係などを把握する必要がある。現在は、

一般的な脳の解剖図と患者の頭部画像をみて、腫瘍が言語中枢の近くにありそうかを推測
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している。脳の機能分布には個人差があるため、fMRI による撮影も行われるが、左右の脳

のどちらか等、おおまかなことしか分からない。よって、脳腫瘍の手術の際には、アウェ

イクサージェリー（覚醒下手術）が行われ、電気刺激による言語野のマッピングがまず行

われる。これは患者に負担が掛かること、様々な専門性のスタッフの関与が必要であるた

めに、非常に大変な手術である。機能マッピングの際は、神経心理士や神経内科の専門医

が同席して評価を行う必要がある。機能地図が術前に分かると、アウェイクサージェリー

が不要となり、患者と医療スタッフの負担軽減につながる。実現可能性については分から

ない。 

 

5）医療機器の開発の方向性に関する提言 

① マイクロサージェリー技術の継承 
近年、血管内治療が流行しており、多くの医師の意識が血管内治療に向いている。この

ままでは 10 年後には手術や、マイクロサージェリーを行うことができる医師が現在の半分

以下になる。これは、医療の質の低下につながりかねない問題であるため、血管内治療技

術の開発よりも技術継承のためのシミュレーションシステムの開発を進めることが重要で

あると考えている。 

こうした問題意識から、現在日本脳神経学会の専門医部会では、手術を学ぶための教育

システムを整える方向に動いている。 

② 開発に直接かかわる予定 
臨床医の立場から造影剤(放射線同位体)関連の企業や、専門となっている SRECT のメー

カーにアドバイスを行っている。シミュレーションには現在のところ携わっていない。メ

ーカーや大学研究機関からの技術開発関連の相談があれば喜んで応じる。 

放射線科の佐々木真理准教授が、東芝、日立などと MRI、CT などの共同開発を行ってい

る。その他、企業から持ち込まれたアイデアに対するアドバイスなどを行っている。 
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3.1.3. まとめ 
心臓血管領域および脳血管領域を専門とする医師を対象としたインタビュー調査により、

既存の医療機器・技術・材料の課題や新規の医療機器等の開発課題について、臨床での経

験に基づく貴重な意見をいただくことができた。 

得られた意見をもとに、既存の医療機器・技術・材料の課題や新規の医療機器等の開発

課題を、部位別・機器別に以下に整理した。 

これらの臨床ニーズを踏まえることにより、医療受給者および医療提供者の双方にとっ

ての低侵襲医療機器の改良・開発が実現すると考えられる。 

 

（1）既存の医療機器の課題 

心臓血管領域および脳血管領域を専門とする回答者からは、既存の医療機器について機

器のサイズ、性能、操作性、価格、制度等に関わる課題が指摘された。得られたコメント

は次のとおりである。 

1）心臓血管領域 

① 治療 

a） ステントの課題 

表3.1-7 ステントの課題 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

吉田 哲 

金属がむきだしになっているステントが血管内にあると血栓ができやすくなる。

そのため抗血小板薬の服用を強いられている。 

十分な強度をもち、生体吸収されるステントの開発に期待。 

佐田 政隆 

DES は、ステントに塗布された薬剤が再狭窄の原因となる血管細胞の増殖だけで

はなく、内皮細胞の増殖も抑制するため、金属表面の再内皮化を抑えてしまう。

そのため血小板抑制剤の服用が必要。 

下川 宏明 
血管内皮の再生を抑制せずに平滑筋の増殖だけを抑制できるステントの開発に期待。 

遅発性血栓症の問題の解決。 

ステ

ント 

平山 篤志 

再狭窄や血栓症の解決。 

ステント留置箇所に別の疾病が発症した場合、ステントがあるためにバイパス手術ができない。 

これまでベアメタルステントで十分だった患者にＤＥＳを入れることや、入れる

ことによって別のリスクを増やすこと等の是非を問い直す必要がある。 

患者にとって大きな負担となる抗血栓薬の発想そのものを変える必要がある。 

血管内皮の増殖性を抑制しない、血管内機能を正常に保つ。 

造型機能の付加。血管が屈曲した部位でも、撮影した血管内のとおりの形状になるステント。 
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b） カテーテルの課題 

表3.1-8 カテーテルの課題 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

三好 俊一郎 
カテーテルの材質や操作性の向上。 

被爆時間の短縮化が図れる技術。 

下川 宏明 

心臓の外側に近い位置の処置ができるアブレーションの開発。心臓の内側から心

筋にアプローチするため心筋の内側から５mm 程度までしか届かない。 

病変を焼き切る際に血栓が発生する問題がある。 

カテーテ

ルアブレ

ーション 

平山 篤志 

低価格化と薬事承認の迅速化。 

マッピングしながら焼灼できる機種や、冷凍したあとに焼灼する機種など高機能

カテーテルの臨床導入。 

 

c） 植え込み型除細動器 

表3.1-9 植え込み型除細動器の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

下川 宏明 

患者の身体を切開して皮下に植え込み、電極の先端を常に心室に入れておかなけ

ればならず、感染症や血栓症のリスクが生じる。 

電源の関係で約 10 年ごとに入れ換え手術が必要。 

植え込み

型除細動

器（ＩＣ

Ｄ） 平山 篤志 小型化 

 

d） 補助人工心臓の課題 

表3.1-10 補助人工心臓の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

山崎 健二 
感染症、血栓塞栓症、装置の故障の三大合併症の克服。 

抗凝固関連の合併症の解決。 

黒澤 博身 人工心臓（特に体外設置型）の人工弁の機械音、金属音の問題。 

補助

人工

心臓 
小野 稔 

小型化、動作の安定性（故障しない）、抗血栓性の向上。 

将来的には永久植込み治療（DT: destination therapy）を目指す。 

 

e） ペースメーカーの課題 

表3.1-11 ペースメーカーの課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

手取屋 岳夫 
日本で使われているペースメーカーは国外で使われている機器の１～２世代前

の機種。 

ペー

スメ

ーカ

ー 
平山 篤志 

低価格化。 

リード線がはずれたり、折れたりするリスクが患者の負担になっている。 
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f） 人工弁の課題 

表3.1-12 人工弁の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

人工

弁 
手取屋 岳夫 

日本では、世界で使われている人工弁のごく一部しか使用できない。 

日本で使えるインプラントは、世界の製品動向から 10～15 年は遅れている。 

 

g） その他 

表3.1-13 その他の医療機器の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

経食道

エコー 
三好 俊一郎 経食道エコーのプローブの小型化。 

血管新

生療法 
下川 宏明 

ショックウェーブ療法の開発。 

非侵襲性の血管新生療法の開発。 

電気メス 手取屋 岳夫 電気メスのパワーが体に直接伝わらないなどの新しい操作性の追加。 

 

② 診断 

a） CT・ＭＲＩの課題 

表3.1-14 ＣＴ・ＭＲＩの課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

三好 俊一郎 検査データを素早く抽出し、患者データと正確に適合させるための技術の開発。 

滝 和郎 

脳血管領域では術前の診断と、術中の画像診断が重要。リアルタイムに撮影でき、

術中に反映できるとよい。 

装置の容易な導入を可能にする小型化・軽量化。 

患者の詳細な病状を把握することで、的確な医療（低侵襲医療）が可能になる。 

佐田 政隆 
的中率の改善。石灰がある病気はポジティブかどうかがわからない。 

256 列ＣＴが登場すれば、それらも解決されるかもしれない。 
ＣＴ 

平山 篤志 

ＣＴの性能については、狭窄度が実際よりも強く見えることがあるなど、診断の

正確さにいっそうの改良が求められる。 

バルネラブルプラーク（破裂しやすい病変）が検出できるようになること。 

不安定プラークに特異的なたんぱく質を用いた分子マーカーを活用して質や機

能情報の抽出。 

MRI 磯村 正 
ＭＲＩは精度を高めなければならない。精度の観点では、心臓超音波検査（心エ

コー）よりも劣っている。 

吉田 哲 

画像処理を行うＣＰＵの性能の向上。マルチスライスＣＴの性能はＣＰＵの進歩

に依存している。 

検出素子の列の増加、列間隔の短縮、回転速度の改良、ガントリの回転速度の改

良。 

マルチス

ライス CT 

西田 博 少量で診断でき、腎機能が悪い人にも負担が少ない造影剤の開発。 
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b） 診断支援機器の課題 

表3.1-15 診断支援機器の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

コンピュ

ータ支援

診断

（CAD） 

三好 俊一郎 
自動診断技術と電子カルテ化の開発・導入。 

入力デバイスの開発が重要。音声入力が望まれる。 

藤井 清孝 
病変部に位置確認のマーカーが表示される、MRI の撮影条件を自由に変更でき

る、動態画像として撮影できるなどの診断を支援するような技術。 

診断支援

機器 
伊達 勲 

画質の向上、撮影範囲の拡大。 

手で動かして、収納しやすいサイズ。 

リアルタイムの画像診断（手術中にスイッチを踏むと画像が表示されて現在の状

況が確認できる機能など）の導入。 

 

c） その他の診断機器の課題 

表3.1-16 その他の診断機器の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

非侵襲

性の診

断技術 

下川 宏明 患者が寝ているだけで何の侵襲もなく冠動脈が映し出される装置の開発。 
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2）脳血管領域 

① 治療 

a） ステントの課題 

表3.1-17 ステントの課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

滝 和郎 
頭蓋内ステントを留置する手技が導入されれば、現在は経皮的に治療できない難

しい症例も経皮的治療が可能になる。  

村山 雄一 

血流の制御によってこぶを消失させる頭蓋内ステントの開発が期待される。 

脳動脈瘤は流速の早い場所に成長するため、脳動脈瘤周囲の血流によって動脈瘤

の成長を制御できる。 

頭蓋内

ステン

ト 

藤井 清孝 
頸部頸動脈病変や頭蓋内病変に対するステントの必要性を感じる。 

心臓用のステントを脳血管治療に使用した場合、保険診療は適用されない。 

小笠原 邦昭 

ステントは再狭窄、術中に血栓が飛ぶなどの問題点がある。 

薬剤溶出ステントは高コストだが、従来のステントに比べて成績に改善がみられ

ないという米国の報告がある。 

小川 彰 

術中に血栓が飛ぶこと。 

術後の頻繁な経過観察の必要、抗血小板薬の服用など経済的な問題。 

一時的に狭窄を広げることができるが、再狭窄の問題があるなど、長期予後のデ

ータが十分ではない。 

ステン

ト留置 

山本 勇夫 
ステントの種類が少ない。 

長さにバリエーションがない。 

 

b） カテーテルの課題 

表3.1-18 カテーテルの課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

小笠原 邦昭 血管内手術にこだわらずに処置する方法もあるため、細さの追及は急務ではない。 

坂井 信幸 

より細く、血管内をより自由に、安全に通るカテーテルの開発。 

細いカテーテルが開発されれば、脳腫瘍の栄養血管に細い管を挿入し塞栓するこ

とにより、手術を行わずに血管内治療による治療も可能になるだろう。 

カテ

ーテ

ル 

山本 勇夫 
目的地にたどり着く前に引っかかってしまうことがある。 

柔軟性はあるが、とぐろを巻くように挿入するなどの操作性の改良。 

ナビゲ

ーショ

ン 

坂井 信幸 

経験の浅い臨床医でも安全にカテーテル治療を行えるような機器の開発。 

画像をなぞることによって、カテーテルが自動的に目的地まで届くなどの操作性

の向上。 

 

c） コイルの課題 

表3.1-19 コイルの課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

小笠原 邦昭 
耐久性・安全性の改良。動脈瘤内のコイルが、血液により圧迫され縮小し、動脈

瘤の根元に血液が流れ込むなど。 

伊達 勲 
コイル塞栓術に使用されるコイルは動脈瘤を完全に塞ぐことができずに一部隙

間を残してしまい、血流が流れ込んでしまうことがある。 

コイ

ル 

宮地 茂 コイルは圧力をかけることにより、定着しないなどの課題がある。 
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d） 顕微鏡手術の課題 

表3.1-20 顕微鏡手術の課題 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

顕微

鏡手

術 

小川 彰 

高倍率の顕微鏡（現在の２～３倍）。 

高倍率の顕微鏡が実現すれば、手術でできることの可能性が広がるが、緻密な手

術機器の開発も併せて必要。 

伊達 勲 
小型・柔軟化、画質の向上、視野角の拡大。 

将来的には脳の隙間から挿入できる細さ・柔らかさを望む。 

宮地 茂 内視鏡画像の３次元化。 

内視

鏡 

平山 篤志 

もっとハンドリングしやすくなるような改良。 

血管壁をさまざまな方向から見たいため、血管の形に沿わせながらも、カメラが

回転できるような機械の改良。 

血管内視鏡で撮影された血管内のプラークを色によって判断しているが、色だけ

では情報が不十分である。特定の波長の光を照射する、マーカー物質を流すなど

によって、たんぱく質を染めることができるとよい。 

神経

内視

鏡 

藤井 清孝 

現在の神経内視鏡は診断・治療後の経過観察が中心だが、操作性が加われば単独

で手術もできるだろう。 

内視鏡は単眼視のため、立体的な画像を得られない、手前が見えないなどの問題

点がある。 

 

e） ロボット手術の課題 

表3.1-21 ロボット手術の課題 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

西田 博 

平均的に質が高く、開胸手術を行わない手術（ロボット手術など）の実現。 

内視鏡手術、ロボット手術の現実化によって、縫合の経験がない医師を生むなど、

医療の劣化を招くという負の側面が考えられる。 

黒澤 博身 ロボットが医療現場に入って診断効果を高めるようになると考えられる。 

小笠原 邦昭 

脳血管領域の患者は同じ疾患でも、まったく同じ症例ではないため、パターン化

によるロボット手術は難しいだろう。 

シミュレーションや手術練習としての役割が期待される。 

ロボ

ット

手術 

手取屋 岳夫 
冠動脈バイパス手術は、死亡率が低い手術であるため、より安全にするためには、

ロボットの導入が必要。 

 

f） その他の医療機器の課題 

表3.1-22 その他の医療機器の課題 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

深部刺激

療法電気

発生器 

伊達 勲 

小型化。 

バッテリーの長寿命化、外部からの充電。 

体内への電極の挿入による感染の問題。 

脳血行

再建術 
藤井 清孝 

バイパス手術で使用するグラフトは詰まりやすい。 

新たな素材を採用した機器の開発を期待。 

破砕装

置 
藤井 清孝 

今の装置は大き過ぎるため、深部の腫瘍を破砕する際に視界が得られない。 

小型化と機械の耐久性、発生する熱の処理が課題である。 

クリッ

プ 
山本 勇夫 

脳動脈瘤クリッピング術に用いるクリップに、必要に応じて形を自由に変えられ

るような性能があれば操作性が向上するだろう。 

ガンマ

ナイフ 
山本 勇夫 

３センチ以上の脳腫瘍の処置ができない。 

ガンマナイフは潜伏期がある。放射線治療の効果が表れるまでに１～２年の期間

を要する。動静脈奇形の場合、潜伏期にくも膜下出血を起こす危険がある。 
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② 診断 

a） ＣＴ・ＭＲＩ・Ｘ線の課題 

表3.1-23 ＣＴ・ＭＲＩ・Ｘ線の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

CT 小笠原 岳夫 

キートンの血管の描出が臨床的に非常に重要。 

静脈注射は患者の負担になるため、血管撮影なしに脳低動脈瘤や前脈絡叢動脈の

部位の様子を描出。 

MRI 伊達 勲 

手術中は MRI の診断画像を確認できない。 

エコーは手術当日に撮影できるメリットがあるが、画像の解像度が MRI に劣る。

単独では腫瘍の概要をつかむのは難しい。 

Ｘ線 坂井 信幸 Ｘ線血管造影撮影装置で 50μの血管を検出できる機能。 

 

b） その他の診断機器の課題 

表3.1-24 その他の診断機器の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

坂井 信幸 
画像診断により、動脈瘤に癒着した血管の剥離が容易なのか判断できる機能。 

血管壁の質的な診断が可能な機器の開発。 
診断

機器 
重森 稔 

形態的、機能的診断の実現。異常を発見した場合にその異常が病気に因るものな

のか、あるいは病気を認識したことにより脳に影響が出たのかを判断することが

まだ困難である。 

 

c） 治療支援のための医療機器の課題 

表3.1-25 治療支援のための医療機器の課題 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

小笠原 邦昭 

現在の血管内手術をシミュレートするシステムでは、実際にトレーニングするレ

ベルには達していない。 

血管の内腔の写真を基に血管の曲がり具合、角度などを３Ｄで再現してシミュレ

ートさせる。 

シミュ

レーシ

ョン 

村山 雄一 
画像処理により、脳動脈瘤の破裂リスクを評価できるシミュレーション装置の開

発が求められる。 
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（2）新規の医療機器の開発 

循環器内科および心臓血管外科、脳神経外科を専門とする回答者からは、新規の医療機

器について機器のサイズ、性能、操作性、価格、制度等に関する意見が得られた。得られ

たコメントは次のとおりである。 

 

1）心臓血管領域 

① 治療 

a） 生体吸収型ステント 

表3.1-26 生体吸収型ステント 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

生体吸収型

ステント 
黒澤 博身 形状を正常に維持し、かつ血管内に吸収されるステントの開発。 

 

b） 人工補助心臓 

表3.1-27 人工補助心臓 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

西田 博 

臓器移植と人工心臓のＱＯＬ差を縮めるために、人工心臓は完全埋め込み型の

開発が望まれている。 

完全植え込み型人工心臓の実現に向けた課題は、ポンプの性能、常軌耐久性、

抗血栓性の改善。 
補助人

工心臓 

黒澤 博身 
完全埋め込み型人工心臓の実現。体内に埋め込まれた機器へ、外部から長期間

安定したエネルギーを供給する方法の開発が課題。 

 

c） 再生医療 

表3.1-28 再生医療 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

再生

医療 
吉田 哲 血管新生を誘発したい場所に注射で薬を注入する方法の開発。 

人工弁 黒澤 博身 
患者自身の細胞でできた人工弁の開発。 

肺動脈弁で使える弁が開発されればホモグラフトは必要なくなる。 

心筋

シー

ト 

黒澤 博身 
心筋シートは、患者の太ももの筋肉から取り出した筋芽細胞などから培養した

シートを心室に貼る。問題は恒常性。実用化には長期の成績が必要。 
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d） その他の新規の医療機器 

表3.1-29 その他の新規の医療機器 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

ドラッグエ

ルティング

バルーン 

吉田 哲 バルーンを用いて薬剤をデリバリする手技の開発。 

庄田 守男 

カテーテルの先端に磁場センサを付け、強い磁場を作ることでカテーテル

の先端を動かす（磁場を作ることにより３軸方向の位置がわかる）システ

ム。 

カテーテル

アブレーシ

ョン 
三好 俊一郎 より精度の高いカテーテルアブレーション。 

低出力の体外衝

撃波治療 
下川 宏明 

体外から虚血部分の心筋に物理的な衝撃波の指摘を与えることによって、

血管が効率よく新生する治療方法の開発。麻酔をかけずに、患者が覚醒状

態で術者と会話しながら処置を受けられ、侵襲も副作用もないことから繰

り返しの治療が可能になる。 

 

② 診断 

a） 診断機器 

表3.1-30 診断機器 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

心筋梗塞

を予測す

る機械 

佐田 政隆 
新生血管の微細な状況を把握できるような機器が臨床で広く使えるようになれ

ば、急性心筋梗塞の予測が可能になる。 

血管内

視鏡 
平山 篤志 

血管内視鏡で病変を診ながら、血管内の症状に応じた治療を行えるように血管

内視鏡に治療機能を付加する。 

プラークを吸引する、プラークの破れた部分をシーリングするなどの操作性の追加。 

低侵襲

診断機

器 

平山 篤志 
数種類の疾患を併せ持つ患者なども安心して受けられるような診断機器の開

発。 

 

b） 支援機器 

表3.1-31 支援機器 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

モニタリ

ングシス

テム 

山崎 健二 
リスクの高い治療を受けている患者の在宅療養を可能にする、モニタリングの

技術（遠隔モニタリングシステム）。 
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2）脳血管領域 

① 治療 

a） ステント 

表3.1-32 ステント 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

ステ

ント 
高橋 明 

薬剤溶出性のステントの開発。 

脳保護の観点から、動脈硬化部分がステントと血管壁の間にトラップされるよ

うなものが望まれる。 

ステントの網目（ステントストラット）を小さくすることで、特別なプロテク

ションを設けなくても、脳血管閉塞の原因となる物質を血管内に漏らさないよ

うにできるかもしれない。 

 

b） カテーテル 

表3.1-33 カテーテル 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

宮地 茂 
さらに細く、弾力のあるカテーテルの開発。 

血管内で自由自在に操作できるカテーテル（インテリジェントカテーテル）。 
カテ

ーテ

ル 藤井 清孝 
先端に小さなファイバーカメラを設置し、血管内を見ることができるのカテー

テルの開発。 

 

c） 再生医療 

表3.1-34 再生医療 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

 松前 光紀 

脳梗塞を起こした後の神経組織の再生など、内在性の幹細胞を使った再生医療。 

パーキンソン病に対する再生医療。 

脊髄の外傷・損傷の患者に対する再生医療。 

 

d） 血管内治療 

表3.1-35 血管内治療 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

血管

内手

術 

小川 彰 
穿通枝領域の梗塞が多いため、100～200μの血管内治療を可能にする機器の開

発。 

 

e） 人工補助心臓 

表3.1-36 人工補助心臓 

医療

機器 

回答者（敬称

略） 
コメント 

低侵襲の

細胞移植 
三好 俊一郎 

臓に細胞等を直接移植するような器具の開発。 

低侵襲の細胞移植のためのツール開発。 
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f） ロボット手術 

表3.1-37 ロボット手術 

医療機器 
回答者（敬称

略） 
コメント 

ロボット手術 藤井 清孝 
安定したマイクロの操作で手術ができる機器。 

遠隔手術を可能にするロボット手術。 

術後のケア・

リハビリ 
藤井 清孝 麻痺や機能回復を目的とした術後のリハビリを行う機器の開発。 

 

g） その他の新規の医療機器 

表3.1-38 その他の医療機器 

医療機器 
回答者（敬称

略） 
コメント 

脳腫瘍関連

の治療 
重森 稔 

悪性・良性の両方の頭蓋底腫瘍や脳下垂体腺腫などの疾患に対して、より

低侵襲な治療の確立。 

血管新生刺

激器 
藤本 司 

低エネルギーのレーザーを用いて火傷や難治性の潰瘍の治癒。低エネルギ

ーであれば、組織を焼かずに活性化できる。 

脳動脈瘤塞

栓術 
高橋 明 

再破裂リスクは、クリップ術に比べて遜色ないというデータが出つつある

が完全ではない。 

未破裂動脈瘤は、再出現や増大が問題だが、現在はこれをコントロールで

きていない。 

ゲル状の塞

栓物質 
宮地 茂 

ゲル状の塞栓物質。コイルを使用せずに塞栓できるような機器の開発（欧

米で開発されていた）。 

電気刺激 伊達 勲 
深部刺激療法用の電極を体外に取り付けた装置から脳内の特定の場所を電

気刺激ができるとよい。 

超音波 藤本 司 

腫瘍のある場所の上から超音波による処置。 

超音波用の造影剤については、手術中にモニタリングしながら、繰り返し

使用可能な造影剤の開発を望んでいる。このような超音波用の造影剤が実

用化されれば、超音波ガイド下手術がさらに発展する。 

ＨＩＦＵ 藤本 司 

放射線超音波端子より照射した高出力超音波が病巣を焼く治療方法の開

発。低侵襲かつ放射線も使用しないため、今後が期待される。（マクロバブ

ル） 

経頭蓋ドプ

ラ法 
藤本 司 

骨を通して脳の毛幹動脈の血流速度を測定する検査法方。 

問題点は、頭蓋骨を透過して内部に入射される超音波に個人差がある。 

検査に適した血管を測定しているが不明。 

虚血脳保護

剤 
小川 彰 

脳は血が巡らなくなってから３分間しかもたない。虚血脳保護剤で時間を

延ばすことができれば治療の可能性と範囲を広げることができる。 

バイパス 伊達 勲 
サイズの大きい動脈瘤の治療において、針状のバイパスを作ることができ

れば自然な血流を保ったまま動脈瘤を縮めることが容易になる。 

動脈瘤治療

デバイス 
高橋 明 

動脈瘤の発生の原因は血管壁にあると考えられるので、「動脈壁をつくる」

という発想。 

＜デバイスのイメージ＞ステントのようなものをスカホールドとして補強

をし、動脈瘤の状態によっては血管壁の修復を促進するための薬剤を併用

（静脈注射、経口、薬剤溶出）する。正確なフローシミュレーションが必

要であり、デバイスは動脈瘤の特性に応じてテーラーメイドされる。 
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② 診断 

a） 診断機器 

表3.1-39 診断機器 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

血管撮

影装置 
藤本 司 

手術の場合には心臓カテーテルと同様に管を脳血管の根元まで挿入し造影剤を

投与する方法が取られている。この方法では十分な量の造影剤が脳にまで届か

ず鮮明な画像を得ることが難しい上に、リスクも高いため、より侵襲度の低い

方法の開発が期待される。 

点滴のようなものを使用するなど造影剤の注入方法を検討する必要がある。 

ＣＵＳＡ 藤本 司 
組織診断を容易にするため、切除した組織の病理を連想して行えるようにすることが望ましい。 

ハンドピースの小型化、軽量化。先端に取り付けたチップの形の多様化。 

ＰＡＬ 藤本 司 小型のＣＵＳＡ（超音波手術器）で破壊しながら、必要に応じて止血もできるＣＵＳＡ-ＰＡＬ。 

機能マ

ッピン

グ 

小笠原 邦昭

脳腫瘍の手術で、開頭手術前に脳の機能の地図を作成し、切除する箇所を確認

できれば覚醒下手術が必要なくなる。 

頭蓋骨を関係なく貫通し、細かい箇所を刺激できる技術と、地図と刺激してい

る場所を一致させる技術が必要。 

くも膜下出血等

の診断 
宮地 茂 

くも膜下出血後の脳血管攣縮の危険性や、造影剤に対するアレルギーの有無を

事前に把握できるような装置の開発。 

活性凝

固時間

の測定

機器 

坂井 信幸

抗血小板活性を測定する診断機器の開発。 

薬剤溶出ステントを留置した患者は抗血小板薬の服用が必要である。日本には

薬の効果を瞬時に測定する方法がない。抗凝固状態および薬が血球の働きを抑

制しているかを診断できる機器が求められる。 

リアル

タイム

画像 

山本 勇夫

超音波による、手術中のリアルタイム画像の表示が期待される。 

現在使用している手術内視鏡では一部分しか観察できない。広視野を確保する

ために、手術顕微鏡と内視鏡を組み合わせた機器などが考えられる。 

放射線診断・治

療、手術複合シ

ステム 

松前 光紀

手術中にも必要に応じて迅速に検査を行うことができるシステムの導入が期待される。 

治療室には検査と治療（手術）の両方に対応できる治療ベッドがあり、それぞ

れの検査装置間でベッドを乗り換える必要がない。 

 

b） 治療支援のための医療機器 

表3.1-40 治療支援のための医療機器 

医療機器 回答者（敬称略） コメント 

小笠原 邦昭 

手術で手技を学ぶ機会が非常に減っているため、シミュレーションによる手

術練習で外科医を育てる必要がある。 

使用者が仮想世界に入り実際に体験したように感じられるもの。 
トレーニン

グシステム 

手取屋 邦昭 

マイクロサージャリーを実施できる医師が減ることへの懸念から、実際の手

術の映像を実体験出来るようなトレーニングマシーン、シミュレーション機

器の開発が求められる。 

現在の手術では、開胸せずに出来る手術はまだ限られている。 

山本 勇夫 

ミクロレベル・ナノレベルの非常に細かい血管にまで自動的に誘導してくれ

るナビゲーションシステムの開発。 

血管内治療の割合を高めるためには、ナビゲーションシステムの技術向上が不可欠。 

村山 雄一 

ＧＰＳのようなナビゲーションにより脳血管内治療を行うシステム。 

仮想血管（患者の血管を仮想空間上に構築したもの）を用いて、患者の血管

とカテーテルとの位置関係をリアルタイムで確認できるシステムの開発。 

ナビゲーシ

ョンシステ

ム 

伊達 勲 

ナビゲーションシステムのリアルタイム性機能。 

手術中に手術室ごと患者をリアルタイムで撮影することができる技術。 

赤外線や温度など、無侵襲の技術。 
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3.2. 心臓血管・脳血管領域における医師ニーズWebアンケート調査 

3.2.1. 調査概要 
 

3.2.1.1. 調査目的 

既存の医療機器・技術・材料の課題や新規の医療機器等の開発の要望など、循環器およ

び脳血管領域を専門とする医師のニーズを把握することを目的とする。 

 

3.2.1.2. 調査対象 

本調査の調査対象は、インターネット調査会社（（株）マクロミル）の調査モニターとし

て登録している医師のうち、専門が循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科のいずれかに

該当し、かつ、過去１年以内に循環器内科、心臓血管外科または脳神経外科の代表的な手

技を実施している医師とした。 

 

3.2.1.3. 調査方法 

本調査ではインターネット上でのアンケート調査を行った。 

医師モニターのうち、専門が循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科のいずれかに該当

する医師 1500 人に対して、アンケート調査の依頼メールを配信した。 

事前スクリーニングとして、心臓血管系の手技 21 項目、脳血管系の手技６項目を提示し、

過去１年以内に実施した手技について質問した。提示した手技を過去１年以内に実施して

いない場合には調査画面を終了させ、調査対象外とした。 

本調査では、回収目標件数として、循環器内科を専門とする医師 40 名、心臓血管外科

を専門とする医師 30 名、脳神経外科を専門とする医師 30 名を設定し、目標件数に達した

時点で回答を締め切った。 

 

3.2.1.4. 調査期間 

２００８年１月８日(火)～２００８年１月９日(水) 

 

3.2.1.5. 総回答件数 

総回答件数は 105 件であった。 
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3.2.1.6. 調査項目 

本調査の調査項目は表 3.2-1に示すとおりである。 

表3.2-1 心臓血管・脳血管領域の手技に関するアンケートの調査項目 

大項目 小項目 

（1）回答者の専門領域 

（2）所属する病院の種別 １．回答者の基本属性 

（3）所属する病院の規模 

（4）過去１年以内に実施した手技 
２．手技 

（5）実施頻度 

（6）既存の医療機器の課題 
３．医療機器の改良点 

（7）新規の医療機器・技術・材料のイメージ・機能・効果 

４．今後の低侵襲医療機器の改

良点と普及について 

（8）今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及につい

ての意見 

 



- 186 - 

3.2.2. 調査結果 

3.2.2.1. 回答者の属性および基本情報 

（1）回答者の専門領域 

回答者の専門領域は循環器内科が 40.0％（42 件）、心臓血管外科が 29.5％（31 件）、脳

神経外科が 30.5％（32 件）であった。 

各専門領域の内訳は次の通りである。循環器内科に含まれる診療科は心臓内科、循環器

内科、循環器科である。心臓血管外科に含まれる診療科は循環器外科、心臓血管外科であ

る。脳神経外科に含まれる診療科は脳神経外科、脳内科、脳外科である。 

30.5%40.0% 29.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42) 心臓血管外科（N=31) 脳神経外科（N=32)
 

図3.2-1 回答者の専門領域（単数回答） 

表3.2-2 回答者の専門領域（単数回答） 

専門領域 診療科 

％ 40.0
循環器内科 心臓内科、循環器内科、循環器科 

件 42

％ 29.5
心臓血管外科 循環器外科、心臓血管外科 

件 31

％ 30.5
脳神経外科 脳神経外科、脳内科、脳外科 

件 32

件 100.0
全体 

％ 105
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（2）回答者が所属する病院の種類 

回答者が所属する主たる病院の種別は、大学病院と公的病院が共に 32 件、一般病院が 37

件、診療所が３件、その他が１件であった。 

専門領域別にみた回答者の所属する主たる病院の種別は次の通りである。循環器内科で

は「大学病院」が 35.7％（15 件）、「公的病院」が 28.6％（12 件）、「一般病院」が 33.3％

（14 件）、「診療所」が 2.4％（1 件）であった。心臓血管外科では「大学病院」が 32.3％

（10 件）、「公的病院」が 29.0％（9件）、「一般病院」が 35.5％（11 件）、「その他」が 3.2％

（１件）であった。脳神経外科では「大学病院」が 21.9％（7 件）、「公的病院」が 34.4％

（11 件）、「一般病院」が 37.5％（12 件）、「診療所」が 6.3％（３件）であった。 

32

37

3

1

32

0 10 20 30 40

大学病院

公的病院

一般病院

診療所

その他

（件）
 

図3.2-2 病院種別にみた回答者数（単数回答） 

32.3%

21.9%

29.0%

34.4%

33.3%

35.5%

37.5%

35.7% 28.6%

6.3%

0.0%

2.4%

0.0%

3.2%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42）

心臓血管外科（N=31)

脳神経外科（N=32)

大学病院 公的病院 一般病院 診療所 その他

 

図3.2-3 病院種別にみた回答者の割合（単数回答） 

表3.2-3 病院種別にみた回答者の割合（単数回答） 

 全体 大学病院 公的病院 一般病院 診療所 その他 
％ 100.0 35.7 28.6 33.3 2.4 0.0

循環器内科 
件 42 15 12 14 1 0

％ 100.0 32.3 29.0 35.5 0.0 3.2
心臓血管外科 

件 31 10 9 11 0 1

％ 100.0 21.9 34.4 37.5 6.3 0.0
脳神経外科 

件 32 7 11 12 2 0

％ 100.0 30.5 30.5 35.2 2.9 1.0
全体 

件 105 32 32 37 3 1
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（3）回答者が所属する病院の病床数 

回答者が所属する主たる病院の病床数は、「600 床以上」が 29.5％(31 件)、「300 床以上

600 床未満」が 39.0％（41 件）、「100 床以上 300 床未満」が 22.9％（24 件）、「100 床未満」

が 7.6％（８件）、「病床なし」が 1.0％（１件）であった。 

回答者の 68.5％（72 件）が、300 床以上のいわゆる大規模病院に所属している。 

31

41

24

8

1

0 20 40 60

　600床以上

　300床以上600床未満

　100床以上300床未満

　100床未満

　病床なし

（件）(N=105)
 

図3.2-4 病床数別にみた回答者数（単数回答） 

29.0%

21.9%

45.2%

28.1%

16.7%

22.6%

31.3% 15.6%

35.7% 42.9%

3.2%

4.8%

3.1%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

脳神経外科（N=32)

　600床以上 　300床以上600床未満 　100床以上300床未満 　100床未満 　病床なし

 

図3.2-5 病床数別にみた回答者数の割合（単数回答） 

表3.2-4 病床数別にみた回答者の割合（単数回答） 

 全体 600 床以上
300 床以上

600 床未満

100 床以上

300 床未満
100 床未満 病床なし

％ 100.0 35.7 42.9 16.7 4.8 0.0
循環器内科 

件 42 15 18 7 2 0

％ 100.0 29.0 45.2 22.6 3.2 0.0
心臓血管外科 

件 31 9 14 7 1 0

％ 100.0 21.9 28.1 31.3 15.6 3.1
脳神経外科 

件 32 7 9 10 5 1

％ 100.0 29.5 39.0 22.9 7.6 1.0
全体 

件 105 31 41 24 8 1
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3.2.2.2. 過去１年以内に実施した手技 

（1）循環器内科 

循環器内科について、過去１年以内に実施した手技をみると「経皮的冠動脈バルーン形

成術（PTCA）」が 92.9％（39 件）と最も多く、次いで、「経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary 

Stenting）」が 85.7％（36 件）、「経皮的冠動脈血栓吸引術」および「大動脈内バルーンパ

ンピング（IABP）」が 73.8％（31 件）であった。 

（2）心臓血管外科 

心臓血管外科について、過去 1 年以内に実施した手技をみると「大動脈内バルーンパン

ピング（IABP）」が 77.4%（24 件）と最も多く、次いで、「オンポンプ冠動脈バイパス術」、

「大動脈の人工血管置換術」、「大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）（AVR）」が 67.7％（21

件）であった。 

その他の心臓・血管治療としては、「下肢動脈バイパス術、血管形成術」、「先天性心疾患

修復術」、「末梢血管 PCI/バイパス術/静脈瘤手術/ＩＶＣフィルター」「下肢動脈血行再建

術」「PTA」「末梢動脈血行再建手術」「大腿動脈ー膝窩動脈バイパス」「末梢血管のステン

ト治療」「メイズ手術」の回答があった。 

7.1%

16.7%

73.8%

23.8%

57.1%

16.7%

35.7%

73.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

85.7%

92.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

経皮的冠動脈バルーン形成術（PTCA）

経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary

Stenting）

経皮的冠動脈アテローム切除術（ＤＣＡ）

経皮的冠動脈アテローム切除術（ロータブレータ）

経皮的冠動脈血栓吸引術

カテーテルアブレーション

植込み型心臓ペースメーカ植込み術・電池交換術

植込み型除細動器（ICD）植込み術・電池交換術

経皮的心肺補助法（PCPS）

大動脈内バルーンパンピング（IABP）

大動脈瘤に対するステントグラフト治療

オフポンプ冠動脈バイパス術

オンポンプ冠動脈バイパス術

大動脈弁形成術

大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）（AVR）

僧帽弁形成術

僧帽弁置換術（機械弁、生体弁）(MVR）

大動脈の人工血管置換術

心房中隔欠損孔閉鎖術

心室中隔欠損孔閉鎖術

その他の心臓・血管治療

循環器内科（N=42)

 

図3.2-6 過去 1 年以内に実施した手技（循環器内科および心臓血管外科）（複数回答） 

6.5%

0.0%

0.0%

3.2%

0.0%

48.4%

12.9%

58.1%

77.4%

22.6%

61.3%

67.7%

16.1%

67.7%

45.2%

51.6%

67.7%

54.8%

16.1%

29.0%

12.9%

.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
心臓血管外科（N=31)
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表3.2-5 過去 1 年以内に実施した手技（循環器内科および心臓血管外科）（複数回答） 

手技名 循環器内科 心臓血管外科 

％ 92.9 12.9
経皮的冠動脈バルーン形成術（PTCA） 

件 39 4

％ 85.7 6.5
経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary Stenting） 

件 36 2

％ 7.1 0.0
経皮的冠動脈アテローム切除術（ＤＣＡ） 

件 3 0

％ 16.7 0.0
経皮的冠動脈アテローム切除術（ロータブレータ） 

件 7 0

％ 73.8 3.2
経皮的冠動脈血栓吸引術 

件 31 1

％ 23.8 0.0
カテーテルアブレーション 

件 10 0

％ 57.1 48.4
植込み型心臓ペースメーカ植込み術・電池交換術 

件 24 15

％ 16.7 12.9
植込み型除細動器（ICD）植込み術・電池交換術 

件 7 4

％ 35.7 58.1
経皮的心肺補助法（PCPS） 

件 15 18

％ 73.8 77.4
大動脈内バルーンパンピング（IABP） 

件 31 24

％ 0.0 22.6
大動脈瘤に対するステントグラフト治療 

件 0 7

％ 0.0 61.3
オフポンプ冠動脈バイパス術 

件 0 19

％ 0.0 67.7
オンポンプ冠動脈バイパス術 

件 0 21

％ 0.0 16.1
大動脈弁形成術 

件 0 5

％ 0.0 67.7
大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）(AVR） 

件 0 21

％ 0.0 45.2
僧帽弁形成術 

件 0 14

％ 0.0 51.6
僧帽弁置換術（機械弁、生体弁）(MVR） 

件 0 16

％ 0.0 67.7
大動脈の人工血管置換術 

件 0 21

％ 0.0 54.8
心房中隔欠損孔閉鎖術 

件 0 17

％ 0.0 16.1
心室中隔欠損孔閉鎖術 

件 0 5

％ 0.0 29.0
その他の心臓・血管治療 

件 0 9

％ 100.0 100.0
総回答者数 

件 42 31
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（3）脳神経外科 

脳神経外科について、過去 1年以内に実施した手技をみると、「脳動脈瘤クリッピング術」

が 96.9％（31 件）と最も多く、次いで、「脳動脈瘤コイル塞栓術」が 56.3％（18 件）、「経

皮的脳血管形成術」が 40.6％（13 件）であった。 

「その他の脳血管治療」（18.8％）の内容としては、「頸動脈内膜剥離術」、「STENT 留置、

局所線溶、腫瘍血管塞栓、硬膜動静脈瘻塞栓術など」、「微小血管減圧術」、「血管塞栓術、

AVF 塞栓術」「血腫除去、脳動静脈奇形摘出」があった。 

56.3%

37.5%

40.6%

9.4%

18.8%

96.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

脳動脈瘤クリッピング術

脳動脈瘤コイル塞栓術

頭蓋内外血管バイパス

経皮的脳血管形成術

ガンマナイフ治療

その他の脳血管治療

（N=32)
 

図3.2-7 過去 1 年以内に実施した手技（脳神経外科）（複数回答） 

 

表3.2-6 過去 1 年以内に実施した手技（脳神経外科）（複数回答） 

手技名 脳神経外科 

％ 96.9
脳動脈瘤クリッピング術 

件 31

％ 56.3
脳動脈瘤コイル塞栓術 

件 18

％ 37.5
頭蓋内外血管バイパス 

件 12

％ 40.6
経皮的脳血管形成術 

件 13

％ 9.4
ガンマナイフ治療 

件 3

％ 18.8
その他の脳血管治療 

件 6

％ 100.0
総回答者数 

件 32
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3.2.2.3. 既存の医療機器の課題（循環器内科および心臓血管外科） 

（1）経皮的冠動脈バルーン形成術（PTCA） 

経皮的冠動脈バルーン形成術（PTCA）の実施頻度をみると、循環器内科では、「過去１年

以内に実施」は 92.9％（39 件）であり、「月に１回以上実施」は 69.0％（29 件）であった。 

心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 12.9％（４件）であり、「月に１回以上実

施」は 9.7％（3 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「カテーテルの細径化」、「バルーンの

細収納性の向上」、「バルーンの通過性の向上」、「合併症発生率の低下」、「価格低下」など

の意見が聞かれた（表 3.2-8）。 

9.7%

23.8% 7.1%

87.1%

69.0%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-8 経皮的冠動脈バルーン形成術（PTCA）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-7 経皮的冠動脈バルーン形成術（PTCA）の実施頻度（単数回答） 

  

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 92.9 69.0 42.9 26.2 23.8 7.1
循環器内科 

件 42 39 29 18 11 10 3

％ 100.0 12.9 9.7 0.0 9.7 3.2 87.1
心臓血管外科 

件 31 4 3 0 3 1 27

表3.2-8 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 

＜カテーテルの細径化、バルーンの細収納性の向上＞ 

より細いカテーテル  

バルーンサイズ  

バルーンの細収納性 
 
＜バルーンの通過性の向上＞ 

cutting ballon の通過性能の向上 

どんな所にも通過するバルーン。特に１回 infrate したときに relap が良いバルーン 

とにかく通過性の良いものが欲しい 
 

＜合併症発生率の低下＞ 

冠動脈壁に解離などの合併症を極力低下できること 
 

＜価格低下＞ 

値段を下げる 

心臓血管外科 － 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 



- 193 - 

（2）経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary Stenting） 

経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary Stenting）の実施頻度をみると、循環器内科で

は、「過去１年以内に実施」は 85.7％（36 件）であり、「月に１回以上実施」が 76.2％（32

件）であった。 

心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 6.5％（２件）であり、「月に１回以上実施」

は 6.5％（２件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「ステントの通過性・運搬性・柔軟性の

向上」、「再狭窄率の低下」、「血栓症の予防」、「遅発性ステント血栓症の克服」、「生体吸収

性能の付与」、「分岐部病変への対応」、「ＤＥＳのバリエーション増加」、「日本への導入円

滑化」などの意見が聞かれた（表 3.2-10）。 

6.5%

14.3%

93.5%

76.2%

0.0%

9.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 
図3.2-9 経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary Stenting）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-9 経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary Stenting）の実施頻度（単数回答） 

  

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施 週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 85.7 76.2 47.6 28.6 9.5 14.3
循環器内科 

件 42 36 32 20 12 4 6

％ 100.0 6.5 6.5 3.2 3.2 0.0 93.5
心臓血管外科 

件 31 2 2 1 1 0 29
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表3.2-10 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 

＜ステントの通過性・運搬性・柔軟性の向上＞ 

ステントの通過性 

通過性と flexibility を改善する必要有り 

通過性能の向上 

標的病変への円滑なデリバリー 

デリバリーの改良 

 

＜再狭窄率の低下＞ 

さらに再狭窄の少ないステント 

再狭窄０ 

 

＜血栓症の予防、遅発性ステント血栓症の克服＞ 

血栓症の予防 

遅発性ステント血栓症の克服が必要 

 

＜生体吸収性能の付与＞ 

生体吸収型薬物溶出性ステント 

生体吸収型があればよい。 

 

＜分岐部病変への対応＞ 

分岐部病変に対しての改良が望まれる 

分岐部 

 

＜ＤＥＳのバリエーション増加、日本への導入円滑化＞ 

ＤＥＳのバリエーションの早期の増加 

日本への導入をスムーズにしてもらいたい 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（3）経皮的冠動脈アテローム切除術（DCA） 

経皮的冠動脈アテローム切除術（DCA）の実施頻度をみると、循環器内科では、「過去１

年以内に実施」は 7.1％（３件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

0.0%0.0%

92.9%

100.0%

2.4%
4.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-10 経皮的冠動脈アテローム切除術（DCA）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-11 経皮的冠動脈アテローム切除術（DCA）の実施頻度（単数回答） 

  

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 7.1 2.4 0.0 2.4 4.8 92.9
循環器内科 

件 42 3 1 0 1 2 39

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
心臓血管外科 

件 31 0 0 0 0 0 31

 

表3.2-12 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（4）経皮的冠動脈アテローム切除術（ロータブレータ） 

経皮的冠動脈アテローム切除術（ロータブレータ）の実施頻度をみると、循環器内科で

は、「過去１年以内に実施」は 16.7％（７件）であり、「月に１回以上実施」は 9.5％（４

件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「プロファイルを小さく」、「ガイドワ

イヤー」などの意見が聞かれた（表 3.2-14）。 

0.0%0.0%

83.3%

100.0%

9.5% 7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-11 経皮的冠動脈アテローム切除術（ロータブレータ）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-13 経皮的冠動脈アテローム切除術（ロータブレータ）の実施頻度（単数回答） 

  

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 16.7 9.5 0.0 9.5 7.1 83.3
循環器内科 

件 42 7 4 0 4 3 35

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
心臓血管外科 

件 31 0 0 0 0 0 31

 

表3.2-14 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 
プロファイルを小さく 

ガイドワイヤー 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（5）経皮的冠動脈血栓吸引術 

経皮的冠動脈血栓吸引術の実施頻度をみると循環器内科では、「過去１年以内に実施」は

73.8％（31 件）であり、「月に１回以上実施」は 59.5％（25 件）であった。 

心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 3.2％（１件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「通過性のいいカテーテル」、「吸引力

の改善」などの意見が聞かれた。また、その理由としては「カテーテルの操作がしにくい、

通過性が悪い」があった（表 3.2-16）。 

26.2%

96.8%

0.0%

59.5%

3.2%

14.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-12 経皮的冠動脈血栓吸引術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-15 経皮的冠動脈血栓吸引術の実施頻度（単数回答） 

  

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 73.8 59.5 21.4 38.1 14.3 26.2
循環器内科 

件 42 31 25 9 16 6 11

％ 100.0 3.2 0.0 0.0 0.0 3.2 96.8
心臓血管外科 

件 31 1 0 0 0 1 30

 

表3.2-16 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 

＜カテーテルの通気性・操作性・吸引力＞ 

通過性のいいカテーテル 

カテーテル操作がしにくい、通過性が悪い 

大きな血栓の吸引力向上 

通過性と吸引能力 

吸引効率の改善 

もっと通過性がよく、吸引力に優れた製品があればよいかと思います。 

細くてたくさんの血栓が吸引できるもの 

 

＜その他＞ 

ヒバ KS C-2 号室 

大きなものは引けない 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（6）カテーテルアブレーション 

カテーテルアブレーションの実施頻度をみると、循環器内科では、「過去１年以内に実

施」は 23.8％（10 件）であり、「月に１回以上実施」は 7.1％（３件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「High power tool」という意見が聞か

れた（表 3.2-18）。 

0.0%0.0%

76.2%

100.0%

7.1% 16.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-13 カテーテルアブレーションの実施頻度（単数回答） 

表3.2-17 カテーテルアブレーションの実施頻度（単数回答） 

  

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 23.8 7.1 2.4 4.8 16.7 76.2
循環器内科 

件 42 10 3 1 2 7 32

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
心臓血管外科 

件 31 0 0 0 0 0 31

 

表3.2-18 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 High power tool 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（7）植込み型心臓ペースメーカ植込み術・電池交換術 

植込み型心臓ペースメーカ植込み術・電池交換術の実施頻度をみると、循環器内科では、

「過去１年以内に実施」は 57.1％（24 件）であり、「月に１回以上実施」は 33.3％（14 件）

であった。 

心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 48.4％（15 件）であり、「月に１回以上実

施」は 32.3％（10 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「電池寿命の延長」「小型化」「会社間

での操作性の違いを解消」などの意見が聞かれた。（表 3.2-20） 

32.3% 16.1%

42.9%

51.6%

33.3% 23.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-14 植込み型心臓ペースメーカ植込み術・電池交換術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-19 植込み型心臓ペースメーカ植込み術・電池交換術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 57.1 33.3 4.8 28.6 23.8 42.9
循環器内科 

件 42 24 14 2 12 10 18

％ 100.0 48.4 32.3 6.5 25.8 16.1 51.6
心臓血管外科 

件 31 15 10 2 8 5 16

 

表3.2-20 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 

＜ペースメーカの充電・長寿命化＞ 

体外から充電できるペースメーカ 

電池寿命の延長 

電池寿命延長を。 

 

＜小型化・操作性＞ 

本体の縮小 

小型化 

会社間での操作性の違いを解消 

心臓血管外科 折れにくいスタイレットの開発 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（8）植込み型除細動器（ICD）植込み術・電池交換術 

植込み型除細動器（ICD）植込み術・電池交換術の実施頻度をみると、循環器内科では、

「過去１年以内に実施」は 16.7％（７件）であり、「月に１回以上実施」は 7.1％（３件）

であった。 

心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 12.9％（４件）であり、「月に１回以上実

施」は 6.5％（２件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、小型化を求める意見が聞かれた（表

3.2-22）。 

6.5% 6.5%

83.3%

87.1%

7.1% 9.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当
 

図3.2-15 植込み型除細動器（ICD）植込み術・電池交換術（単数回答） 

表3.2-21 植込み型除細動器（ICD）植込み術・電池交換術（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 16.7 7.1 0.0 7.1 9.5 83.3
循環器内科 

件 42 7 3 0 3 4 35

％ 100.0 12.9 6.5 3.2 3.2 6.5 87.1
心臓血管外科 

件 31 4 2 1 1 2 27

 

表3.2-22 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 
さらに小さい ICD 

もっと小さく 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（9）経皮的心肺補助法（PCPS） 

経皮的心肺補助法（PCPS）の実施頻度をみると、循環器内科では、「過去１年以内に実施」

は 35.7％（15 件）であり、「月に１回以上実施」は 4.8％（２件）であった。 

心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 58.1％（18 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「もっと細く」の意見が聞かれた（表

3.2-24）。 

0.0% 58.1%

64.3%

41.9%

4.8% 31.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-16 経皮的心肺補助法（PCPS）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-23 経皮的心肺補助法（PCPS）の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 35.7 4.8 0.0 4.8 31.0 64.3
循環器内科 

件 42 15 2 0 2 13 27

％ 100.0 58.1 0.0 0.0 0.0 58.1 41.9
心臓血管外科 

件 31 18 0 0 0 18 13

 

表3.2-24 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 もっと細く 

心臓血管外科 － 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（10）大動脈内バルーンパンピング（IABP） 

大動脈内バルーンパンピング（IABP）の実施頻度をみると、循環器内科では、「過去１年

以内に実施」は 73.8％（31 件）であり、「月に１回以上実施」は 26.2％（11 件）であった。 

心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 77.4％（24 件）であり、「月に１回以上実

施」は 19.4％（６件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「もっと細いカテーテル」「手から入る

バルパン」「出血の減少」などの意見が聞かれた（表 3.2-26）。 

19.4% 58.1%

26.2%

22.6%

26.2% 47.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-17 大動脈内バルーンパンピング（IABP）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-25 大動脈内バルーンパンピング（IABP）の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 73.8 26.2 2.4 23.8 47.6 26.2
循環器内科 

件 42 31 11 1 10 20 11

％ 100.0 77.4 19.4 0.0 19.4 58.1 22.6
心臓血管外科 

件 31 24 6 0 6 18 7

 

表3.2-26 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 

＜小型化＞ 

ダウンサイジング 

カテーテルシステムを細く。抜去を簡単に。 

穿刺部位からの出血の減少、装置の縮小化 

もっと細くなればよいと思います 

もっと細く 

 

＜その他＞ 

手から入るバルパン 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（11）大動脈瘤に対するステントグラフト治療 

大動脈瘤に対するステントグラフト治療の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去

１年以内に実施」は 22.6％（７件）であり、「月に１回以上実施」は 6.5％（２件）であっ

た。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

6.5% 16.1%

100.0%

77.4%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-18 大動脈瘤に対するステントグラフト治療の実施頻度（単数回答） 

表3.2-27 大動脈瘤に対するステントグラフト治療の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 22.6 6.5 0.0 6.5 16.1 77.4
心臓血管外科 

件 31 7 2 0 2 5 24

 

表3.2-28 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 － 

心臓血管外科 － 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（12）オフポンプ冠動脈バイパス術 

オフポンプ冠動脈バイパス術の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去１年以内に

実施」は 61.3％（19 件）であり、「月に１回以上実施」は 38.7％（12 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

38.7% 22.6%

100.0%

38.7%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-19 オフポンプ冠動脈バイパス術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-29 オフポンプ冠動脈バイパス術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 61.3 38.7 6.5 32.3 22.6 38.7
心臓血管外科 

件 31 19 12 2 10 7 12

 

表3.2-30 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 － 

心臓血管外科 － 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（13）オンポンプ冠動脈バイパス術 

オンポンプ冠動脈バイパス術の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去１年以内に

実施」は 67.7％（21 件）であり、「月に１回以上実施」は 35.5％（11 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

35.5% 32.3%

100.0%

32.3%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-20 オンポンプ冠動脈バイパス術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-31 オンポンプ冠動脈バイパス術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 67.7 35.5 3.2 32.3 32.3 32.3
心臓血管外科 

件 31 21 11 1 10 10 10

 

表3.2-32 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 － 

心臓血管外科 － 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（14）大動脈弁形成術 

大動脈弁形成術については、心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 16.1％（５件）

であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

0.0% 16.1%

100.0%

83.9%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-21 大動脈弁形成術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-33 大動脈弁形成術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 16.1 0.0 0.0 0.0 16.1 83.9
心臓血管外科 

件 31 5 0 0 0 5 26

 

表3.2-34 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 － 

心臓血管外科 － 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（15）大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）（AVR） 

大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）（AVR）の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過

去１年以内に実施」は 67.7％（21 件）であり、「月に１回以上実施」は 38.7％（12 件）で

あった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

38.7% 29.0%

100.0%

32.3%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-22 大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）（AVR）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-35 大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）（AVR）の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 67.7 38.7 0.0 38.7 29.0 32.3
心臓血管外科 

件 31 21 12 0 12 9 10

 

表3.2-36 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 



- 208 - 

（16）僧帽弁形成術 

僧帽弁形成術の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」は 45.2％

（14 件）であり、「月に１回以上実施」は 22.6％（７件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

22.6% 22.6%

100.0%

54.8%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-23 僧帽弁形成術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-37 僧帽弁形成術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 45.2 22.6 0.0 22.6 22.6 54.8
心臓血管外科 

件 31 14 7 0 7 7 17

 

表3.2-38 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（17）僧帽弁置換術（機械弁、生体弁)（MVR） 

僧帽弁置換術（機械弁、生体弁)（MVR）の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去

１年以内に実施」は 51.6％（16 件）であり、「月に１回以上実施」は 29.0％（９件）であ

った。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

29.0% 22.6%

100.0%

48.4%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-24 僧帽弁置換術（機械弁、生体弁）(MVR）の実施頻度（単数回答） 

表3.2-39 僧帽弁置換術（機械弁、生体弁）(MVR）の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 51.6 29.0 0.0 29.0 22.6 48.4
心臓血管外科 

件 31 16 9 0 9 7 15

 

表3.2-40 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（18）大動脈の人工血管置換術 

大動脈の人工血管置換術の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去１年以内に実

施」は 67.7％（21 件）であり、「月に１回以上実施」は 35.5％（11 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

35.5% 32.3%

100.0%

32.3%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-25 大動脈の人工血管置換術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-41 大動脈の人工血管置換術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 67.7 35.5 6.5 29.0 32.3 32.3
心臓血管外科 

件 31 21 11 2 9 10 10

 

表3.2-42 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（19）心房中隔欠損孔閉鎖術 

心房中隔欠損孔閉鎖術の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」

は 54.8％（17 件）であり、「月に１回以上実施」は 3.2％（１件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

3.2% 51.6%

100.0%

45.2%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-26 心房中隔欠損孔閉鎖術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-43 心房中隔欠損孔閉鎖術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 54.8 3.2 0.0 3.2 51.6 45.2
心臓血管外科 

件 31 17 1 0 1 16 14

 

表3.2-44 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（20）心室中隔欠損孔閉鎖術 

心室中隔欠損孔閉鎖術の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」

は 16.1％（５件）であり、「月に１回以上実施」は 6.5％（２件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

6.5% 9.7%

100.0%

83.9%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-27 心室中隔欠損孔閉鎖術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-45 心室中隔欠損孔閉鎖術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 16.1 6.5 0.0 6.5 9.7 83.9
心臓血管外科 

件 31 5 2 0 2 3 26

 

表3.2-46 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（21）その他の心臓・血管治療 

その他の心臓･血管治療の実施頻度をみると、心臓血管外科では、「過去１年以内に実施」

は 29.0％（９件）であり、「月に 1回以上実施」は 9.7％（３件）であった。 

その他の心臓・血管治療としては、「下肢動脈バイパス術、血管形成術」、「先天性心疾患

修復術」、「下肢動脈血行再建術」、「PTA」、「大腿動脈ー膝窩動脈バイパス」、「末梢動脈血

行再建手術」、「末梢血管のステント治療」、「末梢血管 PCI/バイパス術/静脈瘤手術/IVC フ

ィルター」、「メイズ手術」があった。（表 3.2-48） 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

9.7% 19.4%

100.0%

71.0%

0.0%0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

循環器内科(N=42)

心臓血管外科（N=31)

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-28 その他の心臓・血管治療の実施頻度（単数回答） 

表3.2-47 その他の心臓・血管治療の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
循環器内科 

件 42 0 0 0 0 0 42

％ 100.0 29.0 9.7 3.2 6.5 19.4 71.0
心臓血管外科 

件 31 9 3 1 2 6 22

表3.2-48 その他の心臓・血管治療の内容 

その他の心臓・血管治療の内容 

下肢動脈バイパス術、血管形成術 

先天性心疾患修復術 

下肢動脈血行再建術 

PTA 

大腿動脈ー膝窩動脈バイパス 

末梢動脈血行再建手術 

末梢血管のステント治療 

末梢血管 PCI/バイパス術/静脈瘤手術/IVC フィルター 

メイズ手術 

表3.2-49 既存の医療機器に求められる改良内容 

循環器内科 ― 

心臓血管外科 ― 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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3.2.2.4. 既存の医療機器の課題（脳神経外科） 

（1）脳動脈瘤クリッピング術 

脳動脈瘤クリッピング術の実施頻度をみると、脳神経外科では、「過去１年以内に実施」

は 96.9％（31 件）であり、「月に 1回以上実施」は 34.4％（11 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「開頭の骨切りセット，コスメティック

も考慮しなくてはいけない時代なのにここ数年開頭に関しての技術は不変」などの意見が

聞かれた（表 3.2-51）。 

3.1%34.4% 62.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-29 脳動脈瘤クリッピング術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-50 脳動脈瘤クリッピング術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施

月に 1回

以上実施 週に１回

以上実施

月に１～

３回実施 

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 96.9 34.4 0.0 34.4 62.5 3.1
脳動脈瘤クリッピング術

件 32 31 11 0 11 20 1

 

表3.2-51 既存の医療機器に求められる改良内容 

脳神経外科 

＜クリップの改良＞ 

クリップの形状、ドップラー検査 

クリップの種類 

クリップ 把持力と開きの制限 

クリップホルダーが大きいので小さくしたい 

 

＜その他＞ 

開頭の骨切りセット，コスメティックも考慮しなくてはいけない時代なのにここ数年

開頭に関しての技術は不変 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（2）脳動脈瘤コイル塞栓術 

脳動脈瘤コイル塞栓術の実施頻度をみると、脳神経外科では、「過去１年以内に実施」は

56.3％（18 件）であり、「月に 1回以上実施」は 15.6％（５件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては、「頭蓋内ステントの導入」「第２世代コ

イルの導入」などの回答があった。その理由としては「動脈瘤頚部の形状で塞栓術に stent

が必要なものがある」「コイルという素材自体の限界」などの意見が聞かれた（表 3.2-53）。 

43.8%15.6% 40.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-30 脳動脈瘤コイル塞栓術の実施頻度（複数回答） 

表3.2-52 脳動脈瘤コイル塞栓術の実施頻度（複数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施 

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 56.3 15.6 0.0 15.6 40.6 43.8
脳動脈瘤コイル塞栓術 

件 32 18 5 0 5 13 14

 

表3.2-53 技術的改良が必要と強く感じる医療機器の改良内容および改良が必要な理由 

脳神経外科 

頭蓋内 stent の導入 動脈瘤頚部の形状で塞栓術に stent が必要なものがある 

Bare coil だけでなく、第 2世代以降の coil の導入が必要と思われる 

コイルという素材自体の限界 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（3）頭蓋内外血管バイパス 

頭蓋内外血管バイパスの実施頻度をみると、脳神経外科では、「過去１年以内に実施」は

37.5％（12 件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容への意見は得られなかった。 

62.5%0.0% 37.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-31 頭蓋内外血管バイパスの実施頻度（複数回答） 

表3.2-54 頭蓋内外血管バイパスの実施頻度（複数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施 週に１回

以上実施

月に１～

３回実施 

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない 

％ 100.0 37.5 0.0 0.0 0.0 37.5 62.5
頭蓋内外血管バイパス 

件 32 12 0 0 0 12 20

 

表3.2-55 既存の医療機器に求められる改良内容 

脳神経外科 － 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（4）経皮的脳血管形成術 

経皮的脳血管形成術の実施頻度をみると、脳神経外科では、「過去１年以内に実施」は

40.6％（13 件）であり、「月に 1回以上実施」は 15.6％（５件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては「デバイスの改良」、「デリバリの問題」

などの意見が聞かれた（表 3.2-57）。 

59.4%15.6% 25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-32 経皮的脳血管形成術の実施頻度（単数回答） 

表3.2-56 経皮的脳血管形成術の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施 

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 40.6 15.6 0.0 15.6 25.0 59.4
経皮的脳血管形成術 

件 32 13 5 0 5 8 19

 

表3.2-57 既存の医療機器に求められる改良内容 

脳神経外科 

Protection device が確実になること 

stent 留置術における、各種 device 

デリバリの問題 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（5）ガンマナイフ治療 

ガンマナイフ治療の実施頻度をみると、脳神経外科では、「過去１年以内に実施」は 9.4％

（３件）であり、「月に 1回以上実施」は 3.1%（１件）であった。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては「頭蓋への固定に関して痛みを伴わない

方法を改良できればよい」などの意見が聞かれた（表 3.2-59）。 

90.6%3.1% 6.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-33 ガンマナイフ治療の実施頻度（単数回答） 

表3.2-58 ガンマナイフ治療の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施 

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 9.4 3.1 3.1 0.0 6.3 90.6
ガンマナイフ治療 

件 32 3 1 1 0 2 29

 

表3.2-59 既存の医療機器に求められる改良内容 

脳神経外科 頭蓋への固定に関して痛みを伴わない方法を改良できればよい。 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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（6）その他の脳血管治療 

その他の脳血管治療の実施頻度をみると、脳神経外科では、「過去１年以内に実施」は

18.8％（６件）であり、「月に１回以上実施」は 3.1％（１件）であった。 

その他の脳血管治療としては、「頸動脈内膜剥離術」、「STENT 留置、局所線溶、腫瘍血管

塞栓、硬膜動静脈瘻塞栓術など」、「微小血管減圧術」、「血管塞栓術、AVF 塞栓術」、「血腫除

去、脳動静脈奇形摘出」、「多数」があった（表 3.2-61）。 

既存の医療機器に求められる改良内容としては「液体塞栓物質の保険収載」の意見が聞

かれた（表 3.2-62）。 

81.3%3.1% 15.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
月に1回以上実施 月に１回未満実施 非該当

 

図3.2-34 その他の脳血管治療の実施頻度（単数回答） 

表3.2-60 その他の脳血管治療の実施頻度（単数回答） 

 

 全体 
過去１年以

内に実施 

月に 1回

以上実施
週に１回

以上実施

月に１～

３回実施 

月に１回

未満実施 

非該当（当該手

技を実施してい

ない） 

％ 100.0 18.8 3.1 0.0 3.1 15.6 81.3
その他の脳血管治療 

件 32 6 1 0 1 5 26

 

表3.2-61 その他の脳血管治療の内容 

その他の 

脳血管治療 

頸動脈内膜剥離術 

STENT 留置、局所線溶、腫瘍血管塞栓、硬膜動静脈瘻塞栓術など 

微小血管減圧術 

血管塞栓術、AVF 塞栓術 

血腫除去、脳動静脈奇形摘出 

多数 

 

表3.2-62 既存の医療機器に求められる改良内容 

脳神経外科 液体塞栓物質の保険収載 

注：当該手技を月に 1回以上実施している回答者に聞いた。 
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3.2.2.5. 新規の医療機器・技術・材料のイメージ・機能・効果 

まったく新しい治療方法を実現するような“新規”の医療機器・技術・材料のイメージ、

機能や効果などについて質問したところ、以下の回答が得られた。 

表3.2-63 新規の医療機器・技術・材料のイメージ・機能・効果 

循
環
器
内
科 

＜ステント＞ 

バイオテクノロジーを応用して完全に血栓症をクリアされた DES(EPC capture stent をより進歩

させたようなステント。 

ステントの通過性・flexibility の改善により、より難易度の高い病変の PCI が可能となる。 

再狭窄がなく、抗血小板剤の内服期間が短くてすむステント。 

海外で製品化されている Y字型ステントを性能向上させて国内に導入．DES でも製品化を。 
 

＜カテーテル＞ 

血栓吸引カテが回りながら入っていくもの。 

ガイディングカテで、手元操作で形状が変わらないようにできるカテがあると非常に有用。 

より深く，より広範囲に焼灼効果が得られる。 
 

＜その他＞ 

ガイドワイヤーそのものが血管内エコーになればいい。 

外部充電式のペースメーカ、モニター不要の除細動器（パドルで心電図モニターを行う）。 

２枝病変を同時に簡単に処置できる機材。 

新素材や、異種分野のノウハウ。 

心
臓
血
管
外
科 

＜吻合＞ 

バイパス手術における末梢側の自動吻合。 

GRFglue や Fibrin glue のように 2液の混合によって重合固着させるのではなく、必要箇所に塗

布するだけの操作で、たとえば単剤でチュウーブから搾り出して塗布して使用するのみで目的が

達成されるような生体接着剤。 
 

＜その他＞ 

ジェネレータのヘッド部分にカバーをつける等の工夫がほしい。 

カテーテル治療が進歩すると思いますが、カテーテルの先端が体外から三次元でコントロールで

きるようになる時代がくると思っています。 

人工血管の中に吸収糸を混ぜ、吻合時には、ゼロポロスティであるが、3 か月後には 100～150

ポロスティになるような人工血管が開発されると、助かる。 

上記内容とは異なるが、止血デバイスの新規考案・開発を進めている。 

脳
神
経
外
科 

＜クリップ＞ 

クリップの形状がある程度変えられる素材があればいい。 

クリップヘッドの小さいクリップがあればより狭いところでも使いやすい。 
 

＜薬剤＞ 

固まったままの血腫を溶かす、徐放性の血腫溶解剤があればいい。 

未破裂動脈瘤に対して数回の点滴で動脈瘤が消失するような薬剤。 
 

＜ステント＞ 

covered ステントの開発。direct CCF などの症例で、これがあれば役立つ。ろう孔の閉鎖に第一

選択となるだろう。 

血管内治療を行なかで、現在の塞栓物質では治療に苦慮する症例も多く、また保険収載されてい

る塞栓物質やステントのみでは治療の制限が多く、これらの認可や改良が期待される。 
 

＜その他＞ 

動脈瘤へのカテーテルの誘導を、リモコンで行う。あるいは、カテ先を手元で自由に思ったよう

に動かすことが出来るような（消化管用の内視鏡を動かすイメージ）技術があれば、カテの誘導
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が非常に楽になると思う。 

骨片が萎縮することなく整復してしまう技術。 

現在のように固定時に痛みを伴わない。結果鎮静も必要なくなる。 
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3.2.2.6. 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見 

今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及に向けた意見としては、以下の回答

が得られた。 

（1）今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見（循環器内科） 

表3.2-64 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見【循環器内科】 

薬
事
承
認 

海外と比較し非常に遅れている．厚生労働省の怠慢が主な原因である．新しい機器はすぐにでも日

本でも使用できるように認可すべきである。 

国は許認可については外国データも用いて柔軟に対応すべきである。大学・研究機関においては臨

床研究の重要性をより考慮すべきである。 

国主導ではあるが民間並みのスピーディな開発普及を望む。 

治療方針のマニュアル化。 

レセプト審査でバルーン数やガイドワイヤー数が、分岐部などのプロテクトのため必要なのにもか

かわらず認められない。もっと臨床に即した審査が望まれ、これが発展する要因になると思う。 

新しい機材や手技をどんどん採用すべき。 

資
金
援
助 

資金援助。 

国が pefusion balloon などの使用頻度が低いが現場では必要なものを製造する企業への援助が

必要である。 

国が十分な予算を研究機関に送る。研究機関は開発成果で翌年の予算が決まる仕組み。 

国の援助が必要。 

循環器領域の検査、治療技術は近年進歩しているが、一方国は医療費を削減する政策を推進しよう

としている。政治家の中で真剣に医療の問題に取り組める人材はいないのだろうか？ 

開
発
体
制 

大学と企業での協同開発など。 

大学では、制約が多くて進みにくのでは。 

研究機関と、企業が共同で取り組んでいく。 

官民ともに米国などの海外のメーカーに依存しない新技術の開発に力を注ぐべきと考えます。大学

や大学病院に企業が出資した寄付講座を開設して、共同研究を行うことが望ましいと思います。 

低侵襲医療機器の開発、普及は必要であるとは思うが、施設による縛りがあることも事実である。

闇雲に開発してもそれがたとえば地方機関病院などで実際に行えるように設定していくことも同

時に必要と考える。施設で認定を受け、施行できるといっても結局はその管理を行うのは医師や看

護師等である。中央偏在の分布では実際には行うことは出来ない事も事実であり、そういう底辺と

いうか基礎からの地盤を固めていくことが先決であろう。 

そ
の
他 

商業的バイアスのない，分かりやすい EBM を提示する努力を期待する。 

施設を限定して、多くの症例を集めるべき。 

エコー、CT の強化。 

高度な技術がなくても安全で簡便にできる医療機器が必要。 

より合併症の少なく汎用性の装置が望まれる。 

もっともっと低侵襲に。 

積極的に開発、普及すべきと思われる。 
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（2）今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見（心臓血管外科） 

表3.2-65 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見【心臓血管外科】 

薬
事
承
認 

我が国で生まれた手技が少ないのは、認可に時間がかかりすぎるからと思われるので、審査機関の

さらなる発展が望まれる。 

臨床は許認可が厳しいでしょうから、海外での開発に参画せざるをえないと思います。iPOD はアメ

リカでデザインされ、台湾で開発し、日本の部品を中国で組み立てて出来ているそうです。 

材料の承認の簡略化。 

人工弁（機械弁）において米国ではワーファリンの内服を必要としないものもあるが（アスピリン

＋クロピドグレルの内服は必要）、同じものでも日本では認められていない（ワーファリンの内服

が推奨されている）ことがあり、国レベルでの対応を急いでほしい。 

国産の器具開発。 

国産の低侵襲医療機器の開発が望まれます。高い医療費の大部分が外国製のもので、特にアメリカ

に搾取されている感が否めません。 

開
発
体
制 

臨床現場の声が開発と結びつきにくい。 

我々のような私立民間病院と民間企業のタイアップによる新規医材料の開発の方が、開発に関わる

コストが必要最小限ですむため、今後重要になってくるものと考える。 

大学と民間企業が共同で、低侵襲医療機器を開発したほうがよいであろう。試作段階は、大学や特

定の研究機関で試用し、その後、一般医療機関での普及を図るべきであろう。 

外科と内科、放射線科といったしばりから解放され、新しいデバイスの開発、普及するべきと思い

ます。くだらない争いはもうあきあきです。 

医師や医学生に拘わらず、いろいろな分野の人たちからアイデアを収集して、現場にフィードバッ

クする制度を整備する。アイデアの提供者には知的所有権を認める。特許権の取得を考慮し、この

ような制度が存在することを十分に知らしめて、その制度自体の活性化をはかる。 

官民共同で開発すべきと考える。 

医師や医学生に拘わらず、いろいろな分野の人たちからアイデアを収集して、現場にフィードバッ

クする制度を整備する。アイデアの提供者には知的所有権を認める。特許権の取得を考慮し、この

ような制度が存在することを十分に知らしめて、その制度自体の活性化をはかる。 

大学・研究機関と医療機関、民間企業が力を合わせて、手技の向上を目指すことができればいいと思う。 

開
発
環
境 

大学病院、症例数の多い病院で行われている手技をすべて、費用、入院期間、合併症率、死亡率な

どで日本全体で纏め上げることがまず必要と思われる。次に日本においては少数症例で特殊なこと

をしている施設も数多く存在するためその有用性の評価および、マテリアル供給企業の努力により

低価格化を必要とする。 

限定された施設でのみ使用可能な危うい手技では普及しないと思われる。 

低侵襲手術は、症例数がそう沢山あるわけでもなく、各小施設がやっていてはダメ。もちろん、心

臓手術そのものがそうなのだが、、。 

研
修
制

度

公共の修練施設が必要。 

様々な手術練習装置の開発で若手医師の手技が向上することを望む。また、それに伴い、様々な医

療機器が生まれてくると考える。 

そ
の
他 

高度な医療の推進。 

医療機器の開発に対する個人的報酬の確保。 

心臓外科領域では行き着いていると考えます。 

ロボット治療や内視鏡下の心臓手術を追い求めるべきではない。心臓には向いていない。手術以外

の治療を考える方に勝てない。 
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（3）今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見（脳神経外科） 

表3.2-66 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見【脳神経外科】 

薬
事
承
認 

使用できるデバイスが世界の標準から非常に遅れていると思われる。最先端のデバイスをすぐに使

えるようにしてもらいたい。 

血管内手術のデバイスが欧米と同等のものが日本で十分に認可されていないことが非常に問題である。 

商売にはならないので、採算を度外視した研究組織を確立することが必要。臨床材料の speedy な

認可は不可欠。 

厚労省の責任問題が先行し、世界的に使用可能な医療材料や薬剤の使用が制限されていることは、

医療そのものの発達の妨げにもなると思われる。 

医療機器に関してはある程度の規制を緩和しないと、独自の発想や医療の発展につながらない。 

医療機器に特化した審査（治験等）の見直しはやはり必要。 

米国など海外での開発品の導入に頼らず、Made in Japan の治療技術を開発すべき。 

開発予算をつければ、すぐに改良できそうな機器が潜在的に多く眠っていると考えます。 

きちんと、お金について話しておかなければ、大学は適当にごまかすことがあり、大変な目にあう

企業も多い。 

内視鏡手術など機器の発達と key hole surgery などの approach の開発・検討。 

キーホール手術は今後増えると思われる。そのためには神経内視鏡や術中ドップラーが、より細く、

より安価になってくれるとありがたい。研究機関と企業の共同開発に期待する。 

薦めるべき。しかし、キイバーホール手術は必ずしも低浸襲といえないので、すすめる必要なし。 

何をもって低侵襲とするのかが問題だがバーチャル的なimage eye搭載の顕微鏡があればよいと思

う。つまり現在の手術顕微鏡は見ている術野しかみえないがその数 mm～cm 先の構造が image 出来

るような顕微鏡があれば disorientation になることなくよいと思う。 

開
発
体
制 

大学中心であり、地方病院にはあまり開発のチャンスがない．今後は大学に人が集まらないし、考

え方を変えるべきではないか。 

User の意見を取り上げて機器の改良に取り組んで欲しい。 

本邦では各施設がばらばらに治療を行っており、適応も異なっている。このため集学的な検討が困

難である。出来れば大都市圏で大学を中心にその他の医療機関や研究機関さらに企業が協力して開

発、普及していくことが望ましい。 

大学に頼んでもいいアイデアが出ないことが多いと思うが、アイデアは公募すべき．また前の質問

のように、アイデアを安く買おうと思わないことである。 

研
修
制
度 

使用に習熟する機会が簡単に得られるようにしてほしい。 

民間の医療機関では取り組みに制限・限度がある。 

術者の技術を一定レベル以上に保って施行するべき。 

侵襲の大小は、機械よりも術者の問題でしょう。 

低侵襲医療機器の開発・普及は重要だが、それと使いこなせる医師の育成・教育が必要に感じる。

特に地方ではそれらが非常に遅れていると感じている。また低侵襲治療に関しても、医師や国民へ

の的確な情報の提供がなければ、医師のみならず患者自身も的確な判断は難しく、そのような情報

の提供をどこが主体で行っていくかも問題であると考える。 

そ
の
他 

いいことだと思います。 

すべてを現場におしつける体質の中、あきらめています。 

脳神経外科医の給与格差実現。 

高価な機器がすぐに陳腐化する。家電じゃないのだから、そう簡単にバージョンアップをせずに始

めから完成度の高い形態で市販して欲しい。 

現在の取り組み状況を続行するべきである。 
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3.2.3. まとめと考察 

3.2.3.1. 調査内容・方法 

本調査は臨床医が感じている既存の医療機器・技術・材料の課題や、新規の医療機器等

の開発の要望についての情報を得ることを目的とした。 

調査方法は、循環器内科、心臓欠陥外科、脳血管外科を専門とし、かつ過去１年以内に

循環器または脳血管領域の代表的な主義を実施した医師を対象としたインターネット上の

アンケート調査である。 

 

3.2.3.2. 調査結果 

（1）既存の医療機器の課題 

循環器内科および心臓血管外科、脳神経外科を専門とする回答者からは、既存の医療機

器について機器のサイズ、性能、操作性、価格、制度等に関わる課題が指摘された。 

1）循環器内科および心臓血管外科 

経皮的冠動脈バルーン形成術（PTCA）については、カテーテルのサイズ（細径化、バル

ーンの細収納性）、機器の性能（バルーンの通過性の向上、合併症発生率の低下）、価格低

下などが今後改善すべき課題として指摘された。 

経皮的冠動脈ステント留置術（Coronary Stenting）については、ステントの性能（通過

性・運搬性・柔軟性の向上、再狭窄率の低下、血栓症の予防、遅発性ステントの血栓症の

克服、生体吸収性能の付与、分岐部病変への対応、DES のバリエーション追加）、制度（日

本への導入円滑化）などが今後改善すべき課題として指摘された。 

経皮的冠動脈アテローム切除術（ロータブレータ）については、機器のサイズ（プロフ

ァイルを小さく）、性能（ガイドワイヤー）などが今後改善すべき課題として指摘された。 

経皮的冠動脈血栓吸引術については、カテーテルの性能（通過性、吸引力の改善）が今

後改善すべき課題として指摘された。 

カテーテルアブレーションの課題については、機器の性能（High power tool）が今後改

善すべき課題として指摘された。 

植込み型心臓ペースメーカ植込み術・電池交換術については、機器の性能（電池寿命の

延長）、小型化、操作性（会社間の操作性の違い）が今後改善すべき課題として指摘された。 

植込み型除細動器（ICD）植込み術・電池交換術については、小型化が今後改善すべき課

題として指摘された。 

経皮的心肺補助法（PCPS）については、機器のサイズ（もっと細く）が今後改善すべき

課題として指摘された。 
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大動脈内バルーンパンピング（IABP）については、機器のサイズ（もっと細いカテーテ

ル）、性能（手から入るバルパン、出血の減少）などが今後改善すべき課題として指摘され

た。 

表3.2-67 既存の医療機器の課題（循環器内科および心臓血管外科） 

手技 得られたコメント 

サイズ 
カテーテルの細径化 

バルーンの細収納性 

性能 
バルーンの通過性の向上 

合併症発生率の低下 

経皮的冠動脈 

バルーン形成術

（PTCA） 

価格 価格低下 

性能 

ステントの通過性・運搬性・柔軟性の向上 

再狭窄率の低下 

血栓症の予防 

生体吸収性能の付与 

分岐部病変への対応 

DES のバリエーション追加 

遅発性ステントの血栓症の克服 

経皮的冠動脈 

ステント留置術 

（Coronary Stenting）

制度 日本への導入円滑化 

サイズ プロファイルを小さく 経皮的冠動脈 

アテローム切除術 

（ロータブレータ） 性能 ガイドワイヤー 

経皮的冠動脈 

血栓吸引術 
性能 

通過性のいいカテーテル 

吸引力の改善 

カテーテルアブレーション 性能 High power tool 

性能 電池寿命の延長 

サイズ 小型化 
植込み型心臓ペース

メーカ植込み術・電池

交換術 

操作性 会社間での操作性の違いを解消 

植込み型除細動器（ICD）

植込み術・電池交換術 
サイズ もっと小さく 

経皮的心肺補助法

（PCPS） 
サイズ もっと細く 

サイズ もっと細いカテーテル 
大動脈内バルーンパ

ンピング（IABP） 
性能 

手から入るバルパン 

出血の減少 

注．経皮的冠動脈アテローム切除術（ＤＣＡ）、大動脈瘤に対するステントグラフト治療、オフポンプ冠動

脈バイパス術、オンポンプ冠動脈バイパス術、大動脈弁形成術、大動脈弁置換術（機械弁、生体弁）

(AVR）、僧帽弁形成術、僧帽弁置換術（機械弁、生体弁）(MVR）、大動脈の人工血管置換術、心房中

隔欠損孔閉鎖術、心室中隔欠損孔閉鎖術、その他の心臓・血管治療はコメントが得られなかった。 
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2）脳神経外科 

脳神経外科を専門とする医師からは、既存の医療機器についてサイズ、性能、操作性、

制度等に関わる課題が指摘された。 

脳動脈瘤クリッピング術については、クリップの操作性（把持力と開きの制限）、サイズ

（形状、クリップホルダーの小型化）、技術改良への姿勢（傷跡のきれいな開頭の骨切りセ

ット）などが今後改善すべき課題として指摘された。 

頭蓋内外血管バイパスについては、新たな機器の導入（頭蓋内 stent、第 2 世代以降の

coil）などが今後改善すべき課題として指摘された。 

経皮的脳血管形成術については、機器の性能（Protection device が確実になる、デリバ

リーの問題）などが今後改善すべき課題として指摘された。 

ガンマナイフ治療については、機器の性能（頭蓋への固定に関して痛みを伴わない方法）

が今後改善すべき課題として指摘された。 

その他の脳血管治療の課題については、制度（液体塞栓物質の保険収載）が今後改善す

べき課題として指摘された。 

表3.2-68 既存の医療機器の課題（脳神経外科） 

サイズ 
クリップの形状、ドップラー検査 

クリップホルダーが大きいので小さくしたい 

操作性 
把持力と開きの制限 

クリップの種類 
脳動脈瘤クリッピング術 

患者配慮 傷跡のきれいな開頭の骨切りセット 

脳動脈瘤コイル塞栓術
新たな医

療機器 

頭蓋内 stent の導入 

Bare coil だけでなく、第 2世代以降の coil の導入 

コイルという素材自体の限界 

性能 
Protection device が確実になること 

デリバリーの問題 
経皮的脳血管形成術

種類 stent 留置術における、各種 device 

ガンマナイフ治療 性能 痛みを伴わない頭蓋への固定方法 

その他の脳血管治療 制度 液体塞栓物質の保険収載 

注. 頭蓋内外血管バイパスはコメントが得られなかった。 
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3.2.3.3. 新規の医療機器・技術・材料のイメージ・機能・効果 

循環器内科および心臓血管外科、脳神経外科を専門とする回答者から、まったく新しい

治療方法を実現するような“新規”の医療機器・技術・材料のイメージ・機能や効果につ

いて次のようなコメントが得られた。 

1）循環器内科 

循環器内科を専門とする回答者からは、ステント、カテーテル検査に関わる機器、焼灼

器などについて、次のコメントが得られた。 

表3.2-69 新規の医療機器・技術・材料のイメージ・機能・効果（循環器内科） 

ステント 

より難易度の高い病変のPCIができるよう通過性やflexibilityが改善されたス

テント 

再狭窄がなく抗血小板薬の内服期間が短くてすむステント 

カテーテル検査 
回転しながら入っていく血栓吸引カテーテル 

手元操作で形状が変わらないようにできるガイディングカテーテル 

その他 
より深く、より広範囲に焼灼効果が得られる焼灼器 

２病変を同時に簡単に処置できる機材 

 

2）心臓血管外科 

心臓血管外科を専門とする回答者からは、吻合に関わる医療機器、ジェネレータなどに

ついて、次のコメントが得られた。 

表3.2-70 新規の医療機器・技術・材料のイメージ・機能・効果（心臓血管外科） 

吻合に関わる医療機器

バイパス手術における末梢側の自動吻合技術 

人工血管の中に吸収糸を混ぜ、吻合時にはゼロポロスティであるが、３ヵ月後に

は 100～150 ポロスティになるような人工血管 

ジェネレータ ジェネレータのヘッド部分にカバーをつける等の工夫 

 

3）脳神経外科 

脳神経外科を専門とする回答者からは、クリップ、薬剤、カテーテルなどについて、次

のコメントが得られた。 

表3.2-71 新規の医療機器・技術・材料のイメージ・機能・効果（脳神経外科） 

クリップ 
クリップの形状がある程度変えられる素材 

クリップヘッドの小さいクリップ 

薬剤 
固まったままの血腫を溶かす、徐放性の血腫溶解剤 

未破裂動脈瘤に対して数回の点滴で動脈瘤が消失するような薬剤 

カテーテル 
リモコンで動脈瘤へカテーテルを誘導 

カテーテルの先を手元で自由に思ったように動かすことが出来る技術 
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3.2.3.4. 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見 

循環器内科および心臓血管外科、脳神経外科を専門とする回答者から、今後のわが国に

おける低侵襲医療機器の開発と普及に向けた意見としては、次のコメントが得られた。 

1）循環器内科 

循環器内科を専門とする回答者から、国および研究機関、民間企業に対する薬事承認、

資金援助、開発体制に関する意見と課題の指摘が寄せられた。 

表3.2-72 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見（循環器内科） 

薬事承認 
審査

基準 

外国データも用いた柔軟な許認可制度。 

より臨床に即した審査。                       ／他 

国 使用頻度が低いが現場では必要なものを製造する企業を対象への援助。  ／他 
資金援助 

民間 企業が開設した寄附講座で、大学や大学病院が共同研究を行なう。 

国際

競争 

官民ともに米国などの海外メーカーに依存しない新技術の開発に力を注ぐべき。 
国主導ではあるが民間並みのスピーディな開発普及。          ／他 

臨床

研究 

大学･研究機関においては臨床研究の重要性をより考慮すべき。 

施設を限定して、多くの症例を集めるべき。 
開発体制 

民間 
高度な技術がなくても安全で簡便にできる医療機器。 

商業的バイアスのない、分かりやすい EBM。 

研修体制 
研修

機会 

施設で認定を受け、施行できるといっても管理を行うのは医師や看護師等。地方機

関病院などで実際に行えるように設定していくことも必要。 

 

2）心臓血管外科 

心臓血管外科を専門とする回答者から、国および研究機関、民間企業に対する薬事承認、

開発体制、研修制度などに関する課題が指摘された。 

表3.2-73 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見（心臓血管外科） 

審査ス

ピード 

我が国で生まれた手技が少ないのは、認可に時間がかかりすぎるからと思われるの

で、審査機関のさらなる発展が望まれる。              ／他 
薬事承認 

審査

基準 
臨床は許認可が厳しいため、海外での開発に参画せざるをえない。  

国際

競争 

高い医療費の大部分が外国製のもので、特にアメリカに搾取されている感が否めな

い。 

国産の低侵襲医療機器の開発が望まれる。               ／他 

特許 
アイデア提供者の知的所有権。 

医療機器の開発に対する個人的報酬の確保。               開発体制 

共同

研究 

臨床現場の声が開発と結びつきにくい。 

私立民間病院と民間企業のタイアップによる新規医材料開発（低コスト）。 

試作段階は大学や特定の研究機関に限り、その後、一般医療機関での普及を図るよ

うな開発体制。                          ／他 

研修

施設 
公共の修練施設が必要。                       ／他 

研修体制 
研修

機器 
様々な手術練習装置の開発で若手医師の手技の向上を図る。     
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3）脳神経外科 

脳神経外科を専門とする回答者から、国および研究機関、民間企業に対する薬事承認、

開発体制、研修制度などに関する課題が指摘された。 

表3.2-74 今後のわが国における低侵襲医療機器の開発と普及についての意見（脳神経外科） 

審査ス

ピード 
最先端のデバイスをすぐに使えるようにしてもらいたい。 

薬事承認 
審査

基準 
ある程度規制を緩和しないと、独自の発想や医療の発展につながらない。 

治験 
集学的な検討のため、大都市圏で大学を中心にその他の医療機関や研究機関さらに

企業が協力して開発、普及していくことが望ましい。         ／他 

国際

競争 

米国など海外での開発品の導入に頼らず、Made in Japan の治療技術を開発すべき。

使用できるデバイスが世界の標準から非常に遅れている。        ／他 
開発体制 

製品化 
開発予算をつければ、すぐに改良できそうな機器が潜在的に多く眠っている。 

高価な機器がすぐに陳腐化する。                   ／他 

研修体制 
研修

機会 

地方での医師の育成・教育は非常に遅れている。 

使用に習熟する機会。                        ／他 
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3.3. 患者ニーズWebアンケート調査 

 

3.3.1. 調査概要 
 

3.3.1.1. 調査目的 

心臓血管領域および脳血管領域の疾患の罹患歴のある患者を対象に検査・診断時および

手術・処置時の不安・不快について調査を行うことにより、既存の医療機器の課題を明ら

かにし、今後の医療機器の開発に役立てることを目的とする。 

 

3.3.1.2. 調査対象 

本調査の調査対象は、過去５年以内に循環器あるいは脳血管に関する疾患に罹患した経

験を持つ、15 歳以上の患者である。 

モニターの特徴としては、インターネット調査会社（楽天リサーチ（株））の調査モニタ

ーのうち、循環器あるいは脳血管に関係する疾患の既往症のある患者を今回の調査対象と

した。 

 

3.3.1.3. 調査方法 

本調査はインターネット上でアンケート調査を行った。 

循環器あるいは脳血管に関係する疾患の既往症のある、15 歳以上のモニター約 7,000 人

に対して、アンケートの調査依頼メールを配信した。 

事前スクリーニングとして、心臓血管系の代表的な疾患６項目、脳血管系の疾患３項目

を提示し、過去５年以内に罹患したもっとも重度と感じた疾患について質問した。提示し

た疾患に罹患していない場合は調査画面を終了させ、調査対象外とした。 

本調査では、回収目標件数として 500 件を設定し、目標件数に達した時点で回答を締め

切った。 

 

3.3.1.4. 調査期間 

２００７年１０月２日～２００７年１０月３日 

 

3.3.1.5. 総回答件数 

総回答件数は 500 件であった。 
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3.3.1.6. 調査項目 

本調査の調査項目は以下のとおりである。 

表3.3-1 心臓血管領域・脳血管領域におけるアンケート調査項目 

項目 概要 

スクリーニング (1)回答者の病歴・治療歴 

(2)受けた手術・処置の種類 

(3)現在の通院状況 

(4)検査・診断時の不安・不快 

(5)検査・診断時の不安・不快の内容 

(6)手術・処置時の不安・不快 

(7)手術・処置時の不安・不快の内容 

(8)希望したにもかかわらず受けられなかった「手術・処置」の有無 

(9)希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置に関するコメント 

本調査項目 

(10)属性情報（性別、年齢階級、居住地、職業） 
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3.3.2. 調査結果 

3.3.2.1. 回答者の属性および基本情報 

（1）性別にみた回答者の割合 

性別にみた回答者の割合は、男性が 70.4％（352 件）、女性が 29.6％（148 件）であった。

回答者の７割が男性であった。 

70.4% 29.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
男性 女性N=500

 

図3.3-1 性別にみた回答者の割合（単数回答） 

（2）年齢階級別にみた回答者の割合 

年齢階級別にみた回答者の割合は、全体では 40 歳代が 31.2％（156 件）と最も多く、次

いで 50 歳代が 22.2％（111 件）、30 歳代が 21.8％（109 件）であった。年齢階級別・性別

にみた回答者の割合は、男性では 40 歳代が 33.0％（116 件）と最も多く、次いで 50 歳代

が 25.6％（90 件）、60 歳代が 17.0％（60 件）であった。女性では 30 歳代が 37.8％（56 件）

と最も多く、次いで 40 歳代が 27.0％（40 件）、50 歳代が 14.2％（21 件）であった。 

3.6%

6.4%

11.2%

21.8%

23.2%

8.0%

31.2%

18.0%

4.2%

22.2%

12.0%

2.2%

14.2%

3.8%

0.4%

4.2%

2.8% 10.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性（N=352）

女性（N=148）

全体（N=500)

　20歳代 　30歳代 　40歳代 　50歳代 　60歳代 　70歳代

 

図3.3-2 年齢階級別・性別にみた回答者の割合（単数回答） 

表3.3-2 年齢階級別・性別にみた回答者の割合（単数回答） 

  20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 合計 

％ 2.8 10.6 23.2 18 12 3.8 0
男性 

件 14 53 116 90 60 19 352

％ 3.6 11.2 8 4.2 2.2 0.4 0
女性 

件 18 56 40 21 11 2 148

％ 6.4 21.8 31.2 22.2 14.2 4.2 0
全体 

件 32 109 156 111 71 21 500
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（3）居住地域別にみた回答者数の割合 

居住地域別にみた回答者の割合は、東京都が 15.0％と最も多く、次いで神奈川県が 10.2％、

兵庫県が 7.6％、大阪府が 6.6％であった。 

5.2%

1.0%

1.6%

1.6%

0.4%

1.2%

1.2%

1.8%

1.2%

1.0%

6.0%

5.8%

15.0%

10.2%

1.2%

0.4%

0.8%

0.4%

0.2%

0.6%

0.6%

3.4%

5.2%

1.2%

0.6%

2.6%

6.6%

7.6%

1.0%

0.4%

0.2%

0.2%

1.6%

2.4%

0.8%

0.6%

0.2%

0.4%

0.4%

3.2%

0.2%

1.6%

0.6%

0.4%

0.2%

0.4%

0.6%

0.0%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

海外

(N=500)

 

図3.3-3 居住地域別にみた回答者の割合（単数回答） 
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（4）職業別にみた回答者の割合 

職業別にみた回答者の割合は、会社員が 41.8％（209 件）と最も多く、次いで自営業が

11.2％（56 件）、主婦が 9.8％（49 件）であった。 

41.8% 7.4% 5.0% 11.2% 2.2% 17.0%

4.0%

0.8% 0.8%

9.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

会社員 公務員 専門家（医師・弁護士・会計士）

自営業 自由業（フリーランス） アルバイト

学生 家事手伝い 主婦

無職

会社員

家事手伝い学生

アルバイト

自由業自営業

専門家

公務員 主婦 無職

N=500
 

図3.3-4 職業別にみた回答者の割合（単数回答） 

表3.3-3 職業別にみた回答者の割合（単数回答） 

職業  

％ 41.8
会社員 

件 209

％ 11.2
自営業 

件 56

％ 9.8
主婦 

件 49

％ 7.4
公務員 

件 37

％ 5
専門家（医師・弁護士・会計士） 

件 25

％ 4
アルバイト 

件 20

％ 2.2
自由業（フリーランス） 

件 11

％ 0.8
学生 

件 4

％ 0.8
家事手伝い 

件 4

％ 17
無職 

件 85

％ 100
全体 

件 500
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3.3.2.2. 回答者の病歴・治療歴等 

（1）過去５年以内の循環器および脳血管に関わる病歴 

過去５年以内の循環器および脳血管に関わる病歴でみた回答者の割合は、不整脈が

47.0％（235 件）と最も多く、次いで狭心症が 18.2％（91 件）、心筋梗塞が 13.0％（65 件）、

脳梗塞が 8.4％（42 件）、脳出血が 6.0％（30 件）であった。 

6.0% 8.4% 1.6%13.0% 18.2% 2.2%

3.4%

0.2% 47.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

心筋梗塞 狭心症 心臓弁膜症

心筋症 大動脈瘤（胸部及び腹部） 不整脈

脳出血 脳梗塞 脳動脈瘤

心筋梗塞 狭心症 心臓弁膜
心筋症

脳出血 脳梗塞大動脈瘤 不整脈 脳梗塞

 
図3.3-5 過去５年以内の循環器および脳血管に関わる病歴（単数回答） 

表3.3-4 過去５年以内の循環器および脳血管に関わる病歴（単数回答） 

専門領域 疾患名  

％ 13
心筋梗塞 

件 65

％ 18.2
狭心症 

件 91

％ 2.2
心臓弁膜症 

件 11

％ 3.4
心筋症 

件 17

％ 0.2
大動脈瘤（胸部及び腹部） 

件 1

％ 47

循環器に関

わる疾患 

不整脈 
件 235

％ 6
脳出血 

件 30

％ 8.4
脳梗塞 

件 42

％ 1.6
脳動脈瘤 

件 8

％ 0

脳血管に関

わる疾患 

上記の疾患にはかかっていない 
件 0

件 ％
全体 

％ 件
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（2）疾患区分別にみた回答者の構成 

回答者の病歴に基づき、疾患を４つの疾患区分に分類した。心筋梗塞および狭心症は「心

筋梗塞・狭心症」、不整脈は「不整脈」、心臓弁膜症および心筋症、大動脈瘤（胸部及び腹

部）は「その他心臓疾患」、脳出血および脳梗塞、脳動脈瘤は「脳疾患」とした。 

患区分別に回答者の構成をみると、「不整脈」が 47.0%（235 件）と最も多く、次いで「心

筋梗塞・狭心症」が 31.2%（156 件）、「脳疾患」16.0%（80 件）、「その他心臓疾患」が 5.8％

（29 件）であった。 

47.0%31.2%
5.8% 16.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症 不整脈 その他心臓疾患 脳疾患N=500
 

図3.3-6 疾患区分別にみた回答者の構成（単数回答） 

表3.3-5 疾患区分別にみた回答者の構成（単数回答） 

専門領域 疾患区分 疾患名  

％ 31.2
心筋梗塞・狭心症 心筋梗塞、狭心症 

件 156

％ 47
不整脈 不整脈 

件 235

％ 5.8

循環器に関

わる疾患 

その他心臓疾患 心臓弁膜症、心筋症、大動脈瘤（胸部及び腹部） 
件 29

％ 16脳血管に関

わる疾患 
脳疾患 脳出血、脳梗塞、脳動脈瘤 

件 80

件 500
全体 

％ 100.0
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（3）受けた手術・処置の種類 

受けた手術・処置の種類でみた回答者の割合は、「手術なし」が 67.8％（339 件）と最も

多く、次いで「小切開手術」が 25.0％（125 件）、「開胸・開頭手術」が 7.2％（36 件）で

あった27。 

25.0% 7.2% 67.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

小切開手術 開胸・開頭手術 手術なしN=500
 

注：「その他」と回答されたものは、記述内容を判断し該当する手術・処置区分に振り分けた。 

図3.3-7 受けた手術・処置の種類（単数回答） 

表3.3-6 受けた手術・処置の種類（単数回答） 

受けた手術・処置の区分  

％ 25.0
小切開手術 

件 125

％ 7.2
開胸・開頭手術 

件 36

％ 67.8
手術なし 

件 339

％ 100.0
全体 

件 500

注：「その他」と回答されたものは、記述内容を判断し該当する手術・処置区分に振り分けた。 

                             
27 「小切開手術」とは、小さな傷の手術をいう。「開胸・開頭手術」とは、大きな傷の手術をいう。「手
術なし」とは、小切開手術および開胸・開頭手術を受けていない（投薬のみなど）をいう。 
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（4）疾患区分別にみた手術・処置の種類 

疾患区分別に手術・処置の種類にみた回答者の割合は、「心筋梗塞・狭心症」では、「小

切開手術」が 66.8％（81 件）と最も多く、次いで「手術なし」が 55.8％（87 件）、「開胸

手術」が 37.2％（58 件）であった。 

「不整脈」では、「手術なし」が 86.8％（204 件）と最も多く、次いで「小切開手術」が

12.3％（29 件）、「開胸手術」が 0.9％（２件）であった。 

「その他心臓疾患」では、「手術なし」が 72.4％（21 件）と最も多く、次いで「開胸手

術」が 17.2％（５件）、「小切開手術」が 10.3％（３件）であった。 

「脳疾患」では、「手術なし」が 70.0％（56 件）と最も多く、次いで「開頭手術」が 22.5％

（18 件）、「小切開手術」が 7.5％（６件）であった。 

12.3%

10.3%

7.5%

25.0%

17.2%

22.5%

7.2%

86.8%

72.4%

70.0%

67.8%

55.8% 7.1%

0.9%

37.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症

不整脈

その他心臓疾患

脳疾患

全体

小切開手術 開胸・開頭手術 手術なしN=500
 

注：その他の内容を該当する手術・処置に振り分けた 

図3.3-8 疾患区分別にみた手術・処置の種類（単数回答） 

表3.3-7 疾患区分別にみた手術・処置の種類（単数回答） 

疾患区分 小切開手術 開胸・開頭手術 手術なし 全体 

％ 55.8 7.1 37.2 100.0
心筋梗塞・狭心症 

件 87 11 58 156

％ 12.3 0.9 86.8 100.0
不整脈 

件 29 2 204 235

％ 10.3 17.2 72.4 100.0
その他心臓疾患 

件 3 5 21 29

％ 7.5 22.5 70.0 100.0
脳疾患 

件 6 18 56 80

％ 25.0 7.2 67.8 100.0
全体 

件 125 36 339 500

注：その他の内容を該当する手術・処置に振り分けた 
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（5）現在の通院状況 

過去５年以内に循環器および脳血管の手術・処置を受けた回答者の、現在の通院状況を

みると、「現在も治療のため、通院している」が 62.4％（312 件）であった。 

62.4% 37.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現在も治療のため、通院している 現在は通院していないN=500
 

図3.3-9 現在の通院状況（単数回答） 

表3.3-8 現在の通院状況（単数回答） 

質問項目  

％ 62.4
現在も治療のため、通院している 

件 312

％ 37.6
現在は通院していない 

件 188

％ 100.0
合計 

件 500
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（6）疾患区分別・処置区分別にみた現在の通院状況の割合 

疾患区分別・処置区分別にみた回答者の現在の通院状況の割合は以下のとおりであった。 

「不整脈（手術なし）」と回答した回答者の６割が現在は通院していなかった。それ以外

の疾患では７割程度以上が現在も継続的に通院を必要としていた。 

83.9%

67.2%

100.0%

75.9%

100.0%

81.0%

66.7%

32.8%

0.0%

24.1%

60.8%

0.0%

0.0%

19.0%

33.3%

33.3%

21.4%

100.0%

100.0%

78.6%

66.7%

39.2%

0.0%

16.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

現在も治療のため、通院している 現在は通院していない
 

図3.3-10 疾患別・処置区分別にみた現在の通院状況の割合（単数回答） 

表3.3-9 疾患別・処置区分別にみた現在の通院状況（単数回答）  

疾患区分（処置区分） 現在も治療のため、通院している 現在は通院していない 合計 

％ 100.0 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 11 0 11

％ 83.9 16.1 100.0
心筋梗塞・狭心症（小切開手術） 

件 73 14 87

％ 67.2 32.8 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 39 19 58

％ 100.0 0.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 2 0 2

％ 75.9 24.1 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 22 7 29

％ 39.2 60.8 100.0
不整脈（手術なし） 

件 80 124 204

％ 100.0 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 5 0 5

％ 100.0 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 3 0 3

％ 81.0 19.0 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 17 4 21

％ 66.7 33.3 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 12 6 18

％ 66.7 33.3 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 4 2 6

％ 78.6 21.4 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 44 12 56

％ 62.4 37.6 100.0
合計 

件 312 188 500
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3.3.2.3. 検査・診断時の不安・不快 

（1）検査・診断時に不安・不快を感じた回答者の割合 

① 全体 
検査・診断時に不安・不快を感じた回答者の割合は、59.0%（295 件）が「なんらかの不

安・不快を感じた」と回答している。不安･不快を感じなかった回答者のうち、34.4％（172

件）は意識があった、6.6％（33 件）は意識がなかったと回答している。 

59.0% 34.4% 6.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

なんらかの不安・不快を感じた 不安・不快は感じなかった（意識はあった） 不安・不快は感じなかった（意識がなかった）N=500  

図3.3-11 検査・診断時の不安・不快（単数回答） 

表3.3-10 検査・診断時の不安・不快（単数回答） 

質問項目  

％ 59.0
なんらかの不安・不快を感じた 

件 295

％ 34.4
不安・不快は感じなかった（意識はあった） 

件 172

％ 6.6
不安・不快は感じなかった（意識がなかった） 

件 33

％ 100.0
合計 

件 500
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② 疾患区分別・処置区分別 
検査・診断時に不安・不快を感じた回答者の割合を疾患区分別・処置区分別にみた割合

は以下のとおりであった。処置区分が「手術なし」の不安・不快の割合は比較的低かった。

その他心臓疾患で「小切開手術」を、脳疾患で「開頭手術」を受けた回答者のうち、不安・

不快を感じなかった（意識なし）の割合はそれぞれ 33.3%（１件）、27.8%（５件）であった。 

65.5%

62.1%

100.0%

69.0%

80.0%

71.4%

44.4%

34.5%

0.0%

27.6%

44.1%

20.0%

0.0%

28.6%

27.8%

0.0%

28.6%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

27.8%

0.0%

81.8%

66.7%

66.1%

100.0%

48.5%

18.2%

27.6%
6.9%

3.4%

3.4%

7.4%

5.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

なんらかの不安を感じた 不安・不快は感じなかった（意識あり） 不安・不快は感じなかった（意識なし）

 

図3.3-12 疾患区分・処置区分別にみた検査・診断時の不安・不快を感じた人の割合 

表3.3-11 疾患区分・処置区分別にみた検査・診断時の不安・不快を感じた人の割合 

疾患区分（処置区分） なんらかの不安を感じた 不安・不快は感じなかった（意識あり） 不安・不快は感じなかった（意識なし） 合計 

％ 81.8 18.2 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 9 2 0 11

％ 65.5 27.6 6.9 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 57 24 6 87

％ 62.1 34.5 3.4 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 36 20 2 58

％ 100 0.0 0.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 2 0 0 2

％ 69 27.6 3.4 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 20 8 1 29

％ 48.5 44.1 7.4 100.0
不整脈（手術なし） 

件 99 90 15 204

％ 80 20.0 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 4 1 0 5

％ 66.7 0.0 33.3 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 2 0 1 3

％ 71.4 28.6 0.0 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 15 6 0 21

％ 44.4 27.8 27.8 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 8 5 5 18

％ 100 0.0 0.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 6 0 0 6

％ 66.1 28.6 5.4 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 37 16 3 56

％ 59.0 34.4 6.6 100.0
合計 

件 295 172 33 500
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（2）検査・診断時の不安・不快の内容（全体） 

不安・不快の内容としては、「検査・診断を受けるために日常生活が制限された（検査・

診断のために数日入院したなど）」が 25.8％（129 件）と最も多く、次いで「検査・診断を

受けたときに心理的圧迫感など精神的苦痛がともなった」が 24.2％（121 件）、「検査・診

断を受けるための費用が想定していたよりも高かった」21.6％（108 件）であった。 

15.2%

24.2%

12.0%

14.8%

25.8%

21.6%

9.2%

6.4%

34.4%

6.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

検査・診断を受けたときに痛みがともなった

検査・診断を受けたときに心理的圧迫感など
精神的苦痛がともなった

検査・診断を受けたときに騒音が気になった
（ＭＲＩ撮影など）

検査・診断を受けたときに検査室内で長時間
拘束された

検査・診断を受けるために日常生活が制限された
（検査・診断のために数日間入院したなど）

検査・診断を受けるための費用が想定していた
よりも高かった

検査・診断について、医師の説明が不十分だった

その他の不安・不快

不安・不快は感じなかった（意識はあった）

不安・不快は感じなかった（意識がなかった）

N=500
 

図3.3-13 検査・診断時の不安・不快の内容（複数回答） 

表3.3-12 検査・診断時の不安・不快の内容（複数回答） 

質問項目  

％ 15.2
検査・診断を受けたときに痛みがともなった 

件 76

％ 24.2
検査・診断を受けたときに心理的圧迫感など精神的苦痛がともなった 

件 121

％ 12.0
検査・診断を受けたときに騒音が気になった（MRI 撮影など） 

件 60

％ 14.8
検査・診断を受けたときに検査室内で長時間拘束された 

件 74

x 25.8
検査・診断を受けるために日常生活が制限された（検査・診断のために数日間入院したなど） 

件 129

％ 21.6
検査・診断を受けるための費用が想定していたよりも高かった 

件 108

％ 9.2
検査・診断について、医師の説明が不十分だった 

件 46

％ 6.4
その他の不安・不快 

件 32

％ 34.4
不安・不快は感じなかった（意識はあった） 

件 172

％ 6.6
不安・不快は感じなかった（意識がなかった） 

件 33

％ 100
全体 

件 500.0
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（3）検査・診断時に不安・不快を感じた割合（不安・不快の内容別） 

① 「検査・診断を受けたときに痛みがともなった」の割合（無痛性の課題） 
「検査・診断を受けたときに痛みがともなった」の割合を疾患区分別・処置区分別にみ

ると、以下のとおりであった。 

5.6%

33.3%

0.0%

27.6%

50.0%

17.2%

31.0%

45.5%

66.7%

7.1%

16.7%

4.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-14 「検査・診断を受けたときに痛みがともなった」の割合 

表3.3-13 「検査・診断を受けたときに痛みがともなった」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安･不快を感じた 不安・不快は感じなかった 全体 

％ 45.5 54.5 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 5 6 11

％ 31.0 69.0 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 27 60 87

％ 17.2 82.8 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 10 48 58

％ 50.0 50.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 1 1 2

％ 27.6 72.4 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 8 21 29

％ 4.9 95.1 100.0
不整脈（手術なし） 

件 10 194 204

％ 0.0 100.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5 5

％ 66.7 33.3 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 2 1 3

％ 33.3 66.7 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 7 14 21

％ 5.6 94.4 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 1 17 18

％ 16.7 83.3 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 1 5 6

％ 7.1 92.9 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 4 52 56

％ 15.2 84.8 100.0
全体 

件 76 424 500

注：その他心臓疾患（小切開手術）では 33.3％が、脳疾患（開頭手術）では 27.8％が「検査・診断時に不

安・不快を感じなかった（意識なし）」と回答している。 
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② 「検査・診断を受けたときに心理的圧迫感など精神的苦痛をともなった」の割合（安心性の課題） 
「検査・診断を受けたときに心理的圧迫感など精神的苦痛をともなった」の割合を疾患

区分別・処置区分別にみると、以下のとおりであった。 

18.6%

22.2%

14.3%

66.7%

36.4%

31.0%

27.6% 100.0%

24.1%

40.0%

38.1%

50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-15 「検査・診断を受けたときに心理的圧迫感など精神的苦痛をともなった」の割合 

表3.3-14 「検査・診断を受けたときに心理的圧迫感など精神的苦痛をともなった」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安･不快を感じた 不安・不快は感じなかった 全体 

％ 36.4 63.6 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 4 7 11

％ 31.0 69.0 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 27 60 87

％ 27.6 72.4 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 16 42 58

％ 100.0 0.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 2 0 2

％ 24.1 75.9 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 7 22 29

％ 18.6 81.4 100.0
不整脈（手術なし） 

件 38 166 204

％ 40.0 60.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 2 3 5

％ 66.7 33.3 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 2 1 3

％ 38.1 61.9 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 8 13 21

％ 50.0 50.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 3 3 6

％ 22.2 77.8 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 4 14 18

％ 14.3 85.7 100.0
脳疾患（手術なし) 

件 8 48 56

％ 24.2 75.8 100.0
全体 

件 121 379 500

注：その他心臓疾患（小切開手術）では 33.3％が、脳疾患（開頭手術）では 27.8％が「検査・診断時に不

安・不快を感じなかった（意識なし）」と回答している。 
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③ 「検査・診断を受けたときに騒音が気になった」の割合（静音性の課題） 
「検査・診断を受けたときに騒音が気になった」の割合を疾患区分別・処置区分別にみ

ると、以下のとおりであった。 

5.4%

16.7%

26.8%

0.0%

27.3%

9.2%

19.0%

50.0%

10.3%

40.0%

14.3%

11.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-16 「検査・診断を受けたときに騒音が気になった」の割合 

表3.3-15 「検査・診断を受けたときに騒音が気になった」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安･不快を感じた 不安・不快は感じなかった 全体 

％ 27.3 72.7 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 3 8 11

％ 9.2 90.8 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 8 79 87

％ 19.0 81.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 11 47 58

％ 50.0 50.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 1 1 2

％ 10.3 89.7 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 3 26 29

％ 5.4 94.6 100.0
不整脈（手術なし） 

件 11 193 204

％ 40.0 60.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 2 3 5

％ 0.0 100.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3 3

％ 14.3 85.7 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 3 18 21

％ 11.1 88.9 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 2 16 18

％ 16.7 83.3 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 1 5 6

％ 26.8 73.2 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 15 41 56

％ 12.0 88.0 100.0
全体 

件 60 440 500

注：その他心臓疾患（小切開手術）では 33.3％が、脳疾患（開頭手術）では 27.8％が「検査・診断時に不

安・不快を感じなかった（意識なし）」と回答している。 
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④ 「検査・診断を受けたときに検査室内で長時間拘束された」の割合（拘束性の課題） 
「検査・診断を受けたときに検査室内で長時間拘束された」の割合を疾患区分別・処置

区分別にみると、以下のとおりであった。 

11.1%

38.1%

20.0%

10.3%

0.0%

20.7%

18.4%

27.3%

33.3%

10.7%

33.3%

9.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-17 「検査・診断を受けたときに検査室内で長時間拘束された」の割合 

表3.3-16 「検査・診断を受けたときに検査室内で長時間拘束された」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安･不快を感じた 不安・不快は感じなかった 全体 

％ 27.3 72.7 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 3 8 11

％ 18.4 81.6 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 16 71 87

％ 20.7 79.3 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 12 46 58

％ 0.0 100.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 0 2 2

％ 10.3 89.7 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 3 26 29

％ 9.8 90.2 100.0
不整脈（手術なし） 

件 20 184 204

％ 20.0 80.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 1 4 5

％ 33.3 66.7 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 1 2 3

％ 38.1 61.9 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 8 13 21

％ 11.1 88.9 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 2 16 18

％ 33.3 66.7 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 2 4 6

％ 10.7 89.3 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 6 50 56

％ 14.8 85.2 100.0
全体 

件 74 426 500

注：その他心臓疾患（小切開手術）では 33.3％が、脳疾患（開頭手術）では 27.8％が「検査・診断時に不

安・不快を感じなかった（意識なし）」と回答している。 
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⑤ 「検査・診断を受けるために日常生活が制限された」の割合（拘束性の課題） 
「検査・診断を受けるために日常生活が制限された」の割合を疾患区分別・処置区分別

にみると、以下のとおりであった。 

22.2%

33.3%

40.0%

41.4%

100.0%24.1%

37.9%

54.5%

33.3%

28.6%

66.7%

13.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-18 「検査・診断を受けるために日常生活が制限された」の割合 

表3.3-17 「検査・診断を受けるために日常生活が制限された」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安･不快を感じた 不安・不快は感じなかった 全体 

％ 54.5 45.5 100
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 6 5 11

％ 37.9 62.1 100
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 33 54 87

％ 24.1 75.9 100
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 14 44 58

％ 100 0 100
不整脈（開胸手術） 

件 2 0 2

％ 41.4 58.6 100
不整脈（小切開手術） 

件 12 17 29

％ 13.7 86.3 100
不整脈（手術なし） 

件 28 176 204

％ 40 60 100
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 2 3 5

％ 33.3 66.7 100
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 1 2 3

％ 33.3 66.7 100
その他心臓疾患（手術なし） 

件 7 14 21

％ 22.2 77.8 100
脳疾患（開頭手術） 

件 4 14 18

％ 66.7 33.3 100
脳疾患（小切開手術） 

件 4 2 6

％ 28.6 71.4 100
脳疾患（手術なし） 

件 16 40 56

％ 25.8 74.2 100
全体 

件 129 371 500

注：その他心臓疾患（小切開手術）では 33.3％が、脳疾患（開頭手術）では 27.8％が「検査・診断時に不

安・不快を感じなかった（意識なし）」と回答している。 
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⑥ 「検査・診断を受けるための費用が想定していたよりも高かった」の割合 
「検査・診断を受けるための費用が想定していたよりも高かった」の割合を疾患区分別・

処置区分別にみると、以下のとおりであった。 

5.6%

23.8%

20.0%

24.1%

0.0%

27.6%

26.4%

27.3%

0.0%

17.9%

16.7%

20.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-19 「検査・診断を受けるための費用が想定していたよりも高かった」の割合 

表3.3-18 「検査・診断を受けるための費用が想定していたよりも高かった」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安･不快を感じた 不安・不快は感じなかった 全体 

％ 27.3 72.7 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 3 8 11

％ 26.4 73.6 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 23 64 87

％ 27.6 72.4 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 16 42 58

％ 0.0 100.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 0 2 2

％ 24.1 75.9 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 7 22 29

％ 20.1 79.9 100.0
不整脈（手術なし） 

件 41 163 204

％ 20.0 80.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 1 4 5

％ 0.0 100.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3 3

％ 23.8 76.2 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 5 16 21

％ 5.6 94.4 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 1 17 18

％ 16.7 83.3 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 1 5 6

％ 17.9 82.1 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 10 46 56

％ 21.6 78.4 100.0
全体 

件 108 392 500

注：その他心臓疾患（小切開手術）では 33.3％が、脳疾患（開頭手術）では 27.8％が「検査・診断時に不

安・不快を感じなかった（意識なし）」と回答している。 
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⑦  「検査・診断について、医師の説明が不十分だった」の割合 
「検査・診断について、医師の説明が不十分だった」の割合を疾患区分別・処置区分別

にみると、以下のとおりであった。 

11.1%

19.0%

20.0%

6.9%

0.0%

5.2%

5.7%

0.0%

0.0%

10.7%

0.0%

11.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-20 「検査・診断について、医師の説明が不十分だった」の割合 

表3.3-19 「検査・診断について、医師の説明が不十分だった」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安･不快を感じた 不安・不快は感じなかった 全体 

％ 0 100 100
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 0 11 11

％ 5.7 94.3 100
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 5 82 87

％ 5.2 94.8 100
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 3 55 58

％ 0 100 100
不整脈（開胸手術） 

件 0 2 2

％ 6.9 93.1 100
不整脈（小切開手術） 

件 2 27 29

％ 11.3 88.7 100
不整脈（手術なし） 

件 23 181 204

％ 20 80 100
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 1 4 5

％ 0 100 100
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3 3

％ 19 81 100
その他心臓疾患（手術なし） 

件 4 17 21

％ 11.1 88.9 100
脳疾患（開頭手術） 

件 2 16 18

％ 0 100 100
脳疾患（小切開手術） 

件 0 6 6

％ 10.7 89.3 100
脳疾患（手術なし） 

件 6 50 56

％ 9.2 90.8 100
全体 

件 46 454 500

注：その他心臓疾患（小切開手術）では 33.3％が、脳疾患（開頭手術）では 27.8％が「検査・診断時に不

安・不快を感じなかった（意識なし）」と回答している。 
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（4）検査・診断時に感じた不安・不快に関するコメント 

ここでは検査・診断時に感じた不安・不快に関するコメントについて分析した。分析の

観点としては、「身体的負担」、「心理的負担」、「拘束感」、「生命・健康」、「医療サービス」、

「その他」を設けた。 

特にコメントが多かった分析の観点は、「身体的負担」の「痛み」に関する不安・不快、

「拘束感」の「身体的拘束」に関する不安・不快、「医療サービス」の「説明不足」に関す

る不安・不快、「医療スタッフの接遇・態度」に関する不安・不快であった。 

表3.3-20 検査・診断時に感じた不安・不快に関するコメント分析の観点 

項目 分析の観点 

痛み 

不快な刺激 

体力的負荷 
身体的負担 

騒音 

患者の羞恥心への配慮 
心理的負担 

圧迫感・緊張感 

活動制限 
拘束感 

身体拘束 

副作用・後遺症の不安 

再発・悪化など医療の不確実性に対する不安 

未体験の検査・診断への不安 

生命への不安 

生命・健康 

今後の生活への不安 

説明不足 

医療スタッフの技能に対する不満 

医療スタッフの接遇・態度 

医療機関へのアクセス 

医療サービス 

経済的負担 

その他 その他の不安・不快 
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1）身体的負担に関する不安・不満 

① 検査・診断時の「痛み」に関するコメント 
検査・診断時の「痛み」に関するコメントとしては、「カテーテルを入れている間ずっと

痛かった」など、カテーテル検査時の痛みの回答が多くあった。 

表3.3-21 検査・診断時の「痛み」に関するコメント 

カテーテル検査の結果、冠攣縮性狭心症と判明したが､心筋の反応を見るための検査試薬の投与量を段階

的に増やしていく際、体反応はある閾値のところで起こるためか、急に心臓部に苦痛を感じた｡ 

頻脈のままカテーテル検査を受け、造影剤投入の違和感がすごく嫌だった。 その間の自動血圧計の圧迫

感もものすごく気になり、苦しかった感があった。 

カテーテル検査後、手首の痛みや腫れ鬱血状態が 10 日間位続きました。その後数ヶ月しても時々、右手

首の痛みがありました。２年３ヶ月前に検査をしました。現在では痛むことはなくなりました・・・。

カテーテルを入れている間ずっと痛かった。 

血管カテーテルがスムーズに通らず、痛かった。 

カテーテル検査のとき、痛みがあり大変でした。 

心臓カテーテル検査を受けたが、局所麻酔の注射が痛かった。 

カテーテルの麻酔。その後の尿道管が非常な苦痛であった。 

体内にカテーテルを入れられている時は不快感がある。 施術者によって痛みの感じ方に差があった。 

右腕から検査を初めて上手くいかなく２時間ほど経って左腕から検査をしてかなり長い時間痛い検査を

受けたのが非常に辛かった。 

３ヶ所からカテを挿入する心臓カテを行ったが、カテ挿入部の麻酔が切れるたびに激痛に襲われたのが

辛かった。 

カテーテルの検査なんて検査と言うより手術と同じ。 

血液検査の採血が嫌だった。 

採血に時間がかかりかなり苦痛でした。 

いつも以上に脈が速くなり胸が苦しくなった。 

不安ではないが、痛みが強かった。 

痛かった。 

苦しかった。 

心臓の鼓動が不規則で、モニターを続けているのみで、苦しかった。 

意識はあったが胸のあたりが締め付けられるような痛みと全身がだるかった。 

硬い診察台で長時間寝ていたので、腰痛になった。 

心シンチの時、苦しくて死ぬかと思った。 

 

② 検査・診断時の「不快な刺激」に関するコメント 
検査・診断時の「不快な刺激」に関するコメントとしては、「血管内をカテーテルが通る

際の皮膚感覚」などの回答があった。 

表3.3-22 検査・診断時の「不快な刺激」に関するコメント 

血管内をカテーテルが通る際の皮膚感覚（たとえれば皮膚の下を虫が這うような感じ）。些細なことです

が QOL の観点からの答えです。 

心臓カテーテル挿入中の不快感。 

尿管に管を入れたり、抜いたり。 

２４時間心電図の電極を押えているテープに負けて、一日目で痒くて・・・たまらない。 電極を外すと

時に皮まではげて・・・皮膚科で薬をもらった。 
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③ 検査・診断時の「体力的負荷」に関するコメント 
検査・診断時の「体力的負荷」に関するコメントとしては、「運動時の検査で、かなり長

く走らされた」の回答があった。 

表3.3-23 検査・診断時の「体力的負荷」に関するコメント 

運動時の検査で、かなり長く走らされた。 

 

④ 検査・診断時の「騒音」に関するコメント 
検査・診断時の「騒音」に関するコメントとしては、「検査機器の発信音が大変気にかか

った。不安感を増幅させていると思う」、「閉鎖空間独特の圧迫感と音のうるささ」などの

回答があった。 

表3.3-24 検査・診断時の「騒音」に関するコメント  

検査機器の発信音が大変気にかかった。不安感を増幅させていると思う。 

MRI をとる時に騒音と狭い空間に入れられるのが苦痛だった。 

検査時の音がきになった。 

気分が悪いときにうるさい検査をしてさらに気分が悪くなった。 

音。 

MRI の音が想像以上に大きかった。 

ヘッドホーンをつけていても音が大きくうるさかった（MRI 検査）。 

閉鎖空間独特の圧迫感と音のうるささ。 

拘束感と騒音、先行き何をされるのかといった不安感。 

何度受けても MRI の音は怖い。 
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2）心理的負担に関する不安・不満 

① 検査・診断時の「患者の羞恥心への配慮」に関するコメント 
検査・診断時の「患者の羞恥心への配慮」に関するコメントとしては、「裸で運動させら

れ精神的に苦痛だった」などの回答があった。 

表3.3-25 検査・診断時の「患者の羞恥心への配慮」に関するコメント 

裸で運動をさせられたので、服を着てはいけないものかと苛立ちを感じた。 精神的に苦痛で、もう検査

は受けたくないと思った。 

トレッドミルと言う負荷検査では上半身裸の状態で研修医や医師が何人も同席していた。電極を幾つも

胸部に貼付するが、検査着を着せてくれてもいいのではないかと思う。 

裸で運動をさせられ精神的に苦痛だった。 

羞恥心への配慮がなかった。 

 

② 検査・診断時の「圧迫感・緊張感」に関するコメント 
圧迫感・緊張感の問題に関するコメントとしては、「MRI に入る際に、狭いところに入る

ので、かなり怖かった」など MRI 検査に関する回答が多くあった。 

表3.3-26 検査・診断時の「圧迫感・緊張感」に関するコメント 

暗い世界に入る（MRI,CT）。 

MRI に入る際に、狭いところに入るので、かなり怖かった。 

閉所恐怖症なので、検査の時苦痛を感じた。 

MRI をするといわれたが、極度な閉所恐怖症の為検査が出来なかった。 

MRI 検査を受けた時、工事現場の真っ只中に長時間居るみたいで、少し気分が悪くなった。 

閉所恐怖症で MRI が出来なかった。 

MRI の検査の圧迫感が怖い。 

発病したとき MRI が長く感じられ、閉所恐怖を感じた、恐らくそのときの状態がそうさせたと思う。 

カテーテル検査の診療室内の空気の緊張感がストレスだった。 

気弱な性格がいけないと思いますが…大型の機械にて検査を受ける際、緊張のあまりに全身がひきつっ

ていたらしい。生まれてはじめて精神安定剤を服用した（させられた）のがこのときでした。 それでも

音に緊張し、常に誰かが付き添ってくれるでもなく、事前説明も不親切のまま、ただ淡々とベルトコン

ベアーに載せられた製品のように次々にかけられて、しばらく震えがとまりませんでした。 
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3）拘束に関する不安・不満 

① 検査・診断時の「活動制限」に関するコメント 
検査・診断時の「活動制限」に関するコメントとしては、「非日常的な器機を身につける

ことによる不便さ」、「24 時間心電図をつけるため，風呂に入れない」などの回答があった。 

表3.3-27 検査・診断時の「活動制限」に関するコメント  

＜在宅時＞ 

ペースメーカーのようなものを１日つけられて、入浴もできなかった。 

心電図をテープに録音する機器を着用しながら仕事するのは動きが制限され、端子や機会が誤作動しないか不安になった。 

3 週間の入院、食事制限、水分制限。 

ホルター心電図をつけたため、通常の生活に支障が出た。 

24 時間心電図をつけるため，風呂に入れない。 

24 時間心電図をつけるため風呂に入れず。 

風呂に入れない検査を、連続２日受けることになったため。 

通院、検査のために仕事を連続して休む、お風呂に入ることができないということがあった。 

仕事を 2日にわたり休まねばならなかったこと、お風呂に入ることができなかったこと、24 時間心電

図をモニターするため、服の上から配線がでて目立ったこと。 

非日常的な器機を身につけることによる不便さ（行動が制限される）。 

自分で病院に行ったのに突然入院を言い渡され驚いた。 仕事の段取りもつけていなかったので困った。 

検査をするのに２４時間心電図をつけられ生活が制限された。 

思っていなかったのと、急に入院する事になったので。医師の説明は分かり辛かった。 

 

＜入院時＞ 

血管造影の際の不快感に入院を伴う検査。 

検査入院は気持ちが良くない。 

点滴を投与するのに入院が必要といわれてたった一時間程度入院しました。 

検査のために入院した。 

検査を含め入院は初めてだったので不安だった。 

担当医師が休暇に入った為予想以上に長期の入院をした。 

入院により、生活に制約を受けた。 

検査入院により生活が制限されたため。 
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② 検査・診断時の「身体的拘束」に関するコメント 
検査・診断時の「身体的拘束」に関するコメントとしては、身体の拘束について「MRI の

撮影時間が長くじっとしているのが苦痛」、待ち時間について「放っておかれる待ち時間が

不安」などの回答があった。 

表3.3-28 検査・診断時の「身体的拘束」不安・不快に関するコメント  

＜身体の拘束＞ 

MRI や CT などは体が拘束されていて恐怖感がある。 

検査時間が意外に長い（MRI,CT）。 

MRI 検査のとき、静止していなければならないのにいらいらしてきたりかゆいところが出てきたりし

てその時間が長くて苦痛に感じた。 

いろんな検査をして、なかなか終わらない。 

一つ一つの処置や検査の際、数十分も待たされ、本当にやってるのかという気持になった。 

24 時間心電図をとるのは苦痛。 

MRI の撮影時間が長くじっとしているのが苦痛。 

体が動かなかったこと。 

心臓カテーテル検査・手術後、止血のために長時間身動き出来ないのが非常につらかった。 

３ヶ所からカテを挿入する心臓カテを行ったが局部麻酔で１１時間に及んだため、１１時間全く身動

き出来ず苦痛だった。 

首のヘルニアの手術前の心筋梗塞だったため 身体を動かせなくて辛かった。 

カテーテル検査を受けたため、検査終了後数時間にわたりベッド上に拘束され、腰が痛くて起き上が

りたくなった。 

心臓カテーテル後、２４時間絶対安静の不安。 

拘束が長い。 

絶対安静のため、体が動かせずに精神的に辛かった。 

カテーテルの検査や手術を何回も繰り返していやだった。 

カテーテルを大腿部の動脈から入れたので、丸一日ベッドの生活し、総合で五日間の入院。 

くわしく説明は受けたが、心臓カテーテル検査は長時間ベッド上で動けないこともあり、不安が大きかった。 

 

＜待ち時間＞ 

日常生活で苦しい時が多かったのに検査期間が長く、診断が出るまで時間がかかったので、ストレス

がかかった。 

検査の受付が長い。 

長時間の待ち。 

初診で 4時間待ちだったので、今度は違う病院に行きたい。 

やっぱり、一番は待ち時間の長さ。子どもを連れて受診なんてするものではない。 

予約の診察なのに、いつも１時間近く待たされて、診察時間はほんの数分しかない。 主治医が忙し

くて他の病院に廻されたが、医療費が高くなるし、薬も満足に揃っていないので、また元の病院の主

治医に診てもらうことにした。 

検査に想像以上の時間がかかって、検査だけで一日がつぶれた。 何度も検査をしたり、検査結果を

聞きに行くだけでも、かなり待たされた。 

入院時よりも通院時の検査時の診問のおざなり加減が待ち時間に対して不快だった。 

一応の診断が出るまで数年にわたって数回検査を受ける必要があった。 

検査日程に融通が利かなかった。 

診断がくだるまでの不安。検査を受けるまでの待ち時間。将来を案じて。 

放っておかれる待ち時間が不安。 

検査の待ち時間が不安であった。 

検査結果までの時間が長い。 
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4）生命・健康に関する不安・不満 

① 検査・診断に因る「副作用・後遺症の不安」に関するコメント 
検査・診断に因る「副作用・後遺症の不安」に関するコメントとしては、「負荷心電図を

数回行い、股関節炎になった」などの回答があった。 

表3.3-29 検査・診断に因る「副作用・後遺症の不安」に関するコメント  

＜一過性副作用＞ 

検査試薬により一時的に苦痛をともなった。 

気分が悪くなった。 

MRI 検査を受けたとき、血圧を下げる薬を投与されたとき気分が悪くなり、嘔吐をしてしまった。 

MRI 検査を受けた時に、血圧降下剤を投与され気分が悪くなり、嘔吐をしてしまった。 

不整脈だけのためホルター心電図のみでしたがテープでひどくかぶれた。 

ホルター心電図でかぶれた。 

強い作用の薬で恐ろしい副作用が出ないか不安だった。 

カテーテル検査中に気分が悪くなり、酸素吸入を受けた。 

カテーテル検査時に使用する生理食塩水に（一度だけ別の病院で反応したことがあるので）また、反

応したら怖いなと思った。 
 

＜継続的副作用・後遺症＞ 

妊娠中だったこともあり胎児への影響が心配だった。 また赤ちゃん自体が重症心疾患のため、遺伝

的要素があるのではないかと悩んだ。 

負荷心電図を数回行い、股関節炎になった。 

カテーテルをいれての検査は、検査後に後遺症が残らないかなど不安があった。 

 

 「再発・悪化および医療の不確実性に対する不安」に関するコメント 
検査・診断時の「医療の不確実性に対する不安」に関するコメントとしては、「１つの病

院での診断で完全なのかどうか」などの回答があった。 

表3.3-30 「再発・悪化および医療の不確実性に対する不安」に関するコメント 

＜再発・悪化の不安＞ 

完治するかどうか、再発への不安。 

またどこか悪いのでないのかという不安。 

症状が改善されないかもしれない不安があった。 

病気の進行度合いがどの程度なのかがとても不安だった。 

病状について完治するか、否か？について。 

本当に良くなるのかという心配。 

ちゃんとなおるか。 

飲酒による転倒、硬膜外血腫などの可能性を考えて。 
 

＜医療の不確実性に対する不安＞ 

100 パーセント安全ではないから 

一日付ける心電図の機械を付けたときは症状が出なかったので、なんでもないと言われたこと。その

日はたまたま症状が出なかっただけで、他の日には症状が出ていたので、たった 1日の検査で決め付

けられたことが不安、不快に感じた。もっと丁寧に診察してほしいと思った。 

１つの病院での診断で完全なのかどうか。 

カテーテルを受ける前の医師の説明で、最悪の場合を言われるとやはり不安になった。 

入院当初、診断がつかず、ほとんど効果の感じられない鎮痛剤を投与されるだけの状態で、２日間様々な検査が続いた。 

カテーテル検査において、２％の死亡率があると言われた。 

動脈カテーテル検査の時の注意で血管を傷つける事が、ある事を告げられた事。 
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② 「未体験の検査への不安」に関するコメント 
「未体験の検査への不安」に関するコメントとしては、「受けたことがない検査だったの

で、漠然と怖かった」、などの回答があった。 

表3.3-31 「未体験の検査への不安」に関するコメント  

初めて造影剤を注射したときに、不安を感じた。 

受けたことがない検査だったので、漠然と怖かった。 

狭心症の検査という事に不安を感じた。 

動脈からカテーテルを入れての頭部のレントゲン検査は始めての経験で怖かった。 

検査結果、病状への不安と初めての被検内容への心理的圧迫 冷徹な感覚の検査の推移。 

検査でＮＧだったらカテーテル検査までするという不安感。 

やったことが無い検査と、検査室の雰囲気に不安は感じます。 

そもそも病院とは無縁に暮らしてきた者にとっては、何とも言えない圧迫感を検査、診断で受けました。 

初めての経験だったので 説明は十分受けていたが 心理的に不安だった。 

全く初めてのことであるための不安が大きかった。 

担当医師による事前の説明は十分過ぎるくらいにあり、当方も十分理解はしていたつもりであったが入

院も初めて手術も始めてで、言わば未体験に対する不安が凄くあった。 

何をされるかと恐怖心でパニック症候群になりかけた。 

 

 検査・診断時に感じた「生命への不安」に関するコメント 
検査・診断時に感じた「生命への不安」に関するコメントとしては、「重大な病気が見つ

かったらどうしようという不安」、「心臓は、命に直結するので不安が大きかった」などの

回答があった。 

表3.3-32 検査・診断時に感じた「生命への不安」に関するコメント  

結果が不安だった。 

病状について。 

痛みがどのくらいかがわからなかった。 

痛みがくるのではないかという漠然とした不安。 

どの程度、症状が改善されるか不安。 

意識があるので苦しみとともに生きることに対し強く不安を感じた閉所恐怖のような気持ちになった。 

心臓は、命に直結するので不安が大きかった。 

何故このような状況になったのか、どのような検査をされるのか不安だったから。 

死ぬかと思っていた。 

脳への恐怖。 

大丈夫かなと思った。 

死ぬかと思った。何をされるのか不安を感じた。 

単純に「いったいどうなってしまうのか？」と言う不安。 

自分自身が医者なので余計に悪い方へばかり考えてしまったため。 

生死にかかわるのではないのかと不安になった。 

重大な病気が見つかったらどうしようという不安。 

寿命。命。 

発病するまでの日々がストレスの嵐だったので、入院した瞬間、開放されたのですが、診断を受けるまでの間は不安だった。 

検査項目が増やされることによる金銭面での問題はある程度やむをえない気がしたが、自身の病状への不安が大きくなっていった。 

回復について。 

生に対し将来に不安を強く感じた。 

自分の健康状態について不安が高まった。 
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③ 検査・診断時に感じた「今後の生活への不安」に関するコメント 
検査・診断時に感じた「今後の生活への不安」に関するコメントとしては、「30 代での心

筋梗塞という診断に対して、これからの余生への不安」などの回答があった。 

表3.3-33 検査・診断時に感じた「今後の生活への不安」に関するコメント 

今後の生活に不安を感じた。 

これから先のこと。 

これからどうなるのかが心配だった。 

先行き。 

将来の不安。 

30 代での心筋梗塞という診断に対して、これからの余生への不安。 

検査診断を受けた時点で今後の生活の不安感。 

突然の発病でびっくりして今後どうなるか不安だった。 

検査診断対する不安でなく自分の今の状態に対する不安。 

自分の人生がこれで終わってしまうのではないかと言う不安。 

今後どうなるのだろう？ 
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5）医療サービスに関する不安・不満 

① 検査・診断時の「説明不足」に関するコメント 
検査・診断時の「説明不足」に関するコメントとしては、「検査内容の説明が無く、これ

から何をされるのかわからなかった」、「不安・不快の原因は、医師の説明不足によるもの

が最大だとおもいます」などの回答があった。 

表3.3-34 検査・診断時の「説明不足」に関するコメント  

不安・不快の原因は、医師の説明不足によるものが最大だとおもいます。 

適切な説明がなかった 

医師の説明が不足している 

説明が十分でなかった。 

説明不足 

説明が凄く不足している。 

医師からの説明が少なかった。 

具体的な説明がなかったから 

説明内容をもっと詳しく聞きたかった。 

具体的な説明がなかった。 

はっきりした説明がなかった。 

専門用語が分からない 

専門用語 

検査内容の説明が無く、これから何をされるのかわからなかった。 

検査が次々と進んでいくが、医師の説明が伴わない。 

検査の説明がなかった 

検査名は言われるけど、どんな検査なのかわからない。 

どんな検診になるか最初よくわからなかった 

検査時になにをされているのかわからないときがあった。 

説明が難しく、病気の内容について理解できなかったので不安感が高まったこと。 

何をするのかよくわからないので、されることひとつひとつが不安でした。 

何をして、何が判るのかの、検査の詳細な説明が無かったので囚人になった様な気がした。ただ何処へ行って待っていただけだった。 

何を知るために必要な検査なのかわからなかった。費用の説明・手術内容等説明はなく『検査手術をしないと書類が書けない』と言われた。 

小都市の病院であったため、脳外科の医師が常駐していなくて大学病院の派遣医であったため初診時

以降１ヶ月ほど直接何の説明もなかったため。 

病気の程度が分からないため、不安だった。 

説明もなしに手術と言われた。 

薬で発作を抑えられるが、根本的治療にはならないと説明されたことに対して不安を感じた。 

不整脈が一日のうち三分の一あるということで、不安になった。しかし、30 歳以上になれば、不整脈

が出るということで、特に不安はないと医者に言われた。 

診療時間が短い。 

検査時間が短いので不正脈が出ない場合が多い。 

問題部位を摘出したらあとは大丈夫という感じの性質のものだったので、 医師の説明もそれほど危

機感がなく（それは良かったのですが）、詳しくもなかったように思います。 

説明が凄く不足している。 即、手術しないと寿命がと言われ半年と言われたことに非常に不安を感

じた。 しかし、実際、他の病院では手術は必要ないと診断されたので、今は通院のみで様子をみな

がら必要によって投薬することで対処している。 

医者の説明が下手すぎて、自分で調べた方が早く、自分で調べてわからなかったことや、具体的なことを質問したら、嫌な顔をされた。 

急を要するのか否なのかの判断の説明を受けてもそれが正しい判断なのかを理解しがたかった。 

説明が不十分で、病気がどういう物なのか、よくわからなく、不安だった。 

経過観察とのことだったが、注意すべきことや、将来的な危険性等についての説明が聞けなかった。

薬を処方されたがどの位の期間飲めばどうなるのか副作用などの説明がされなかった。 
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② 検査・診断時の「医療スタッフの技能」に関するコメント 
検査・診断時の「医療スタッフの技能」に関するコメントとしては、「機器の不具合で２

度検査を行った」、「一応の最終的な診断が出るまでに数回検査を繰り返し、その間不安だ

った」などの回答があった。 

表3.3-35 検査・診断時の「医療スタッフの技能」に関するコメント 

なかなか出血の状態が判らなかった。 

機器の不具合で２度検査を行った。 

一応の最終的な診断が出るまでに数回検査を繰り返し、その間不安だった。 

アブレーションで必ず治るとのことであったが2回も実施・入院をしたにもかかわらず治らなかった。

はっきり検査結果が出ていないのに、憶測で病名を言われた。結局、その病名は間違っていた。 

目で見える結果が無くて、いまいち安心できなかった。 

不整脈と診断しながら、「どうしようもない」と、何も処置しなかった。 

原因が特定できず、最終的に多分ストレスからとの大雑把な説明。 

検査時に症状が出なかったので、推測で診断された。 

原因がなかなか究明されなかった。順番待ちで一日中待たされていたので、実は心不全をおこしていた。 

ホイター検査がうまくいかなかった。 

即手術しないと寿命が半年と言われたことに非常に不安を感じた。しかし、実際他の病院では手術は

必要ないと診断されたので、今は通院のみで様子をみながら必要によって投薬で対処している。 

私でも、わかる様な誤診をされた。 医師のレベルの低さを痛感しました。これでは簡単に患者は死

ぬのは、当たり前だと 思いました。患者もある程度自分の症状などからどんな病気か予想をたてる

様に、した方が良いと思います。 

医師の診断が検査結果をするごとに変わる。 

医師の質が悪くて、ほんとに大丈夫か？と不安になった。 また説明もいい加減で気分は最悪。それ

以来、医師不信。 

医師が薬剤の量を間違った。 

セカンドオピニオンの必要性。 

失敗しないかが不安でした。 

３件の病院で誤診をされた。 

薬の量を間違われた。入院中のことにてナースに伝えたがそのまま。その後病院を変わった。 
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③ 検査・診断時の「医療スタッフの接遇・態度」に関するコメント 
検査・診断時の「医療スタッフの接遇・態度」に関するコメントとしては、「精神的なモ

ノで片づけられる」、「検査医師などが、結果に不安げな会話をしているのが不安だった」

などの回答があった。 

表3.3-36 検査・診断時の「医療スタッフの接遇・態度」に関するコメント 

心電図を撮った時に、心電図を見た瞬間看護士さんが突然バタバタを走って医者を呼びに行った。 

最初に担ぎ込まれた時、肉体的な痛みから来る不安とは別に、やや狼狽気味に慌ただしく動き回る若

い医師達を見て、精神的な不安が更に高まった。 

検査医師などが、結果に不安げな会話をしているのが不安だった 「おかしいな～」とか。 

心エコーの最に検査技師が可笑しいとか、見えない等を口ずさみ、計 4人が代わる代わる操作をして

所要時間 1時間も係り、最後に主治医から異常無しと告知されたり、運動機能検査を受けた時も 3ス

パンの予定が 1スパン目の最低速歩行で血圧 197-114 に上がり検査中止したのに、心電図に多少の不

整脈が有るが一過性で問題無しと判断され、主治医の医療技術や意思の疎通が出来ないため、転院し

た。 

精神的なモノで片づけられる。たいしたことないので大丈夫だといわれる。 

不安に思って受診しているのに、「たいしたことないから大丈夫」の一言で片付けられそうになった。 

どう大丈夫なのかを説明してもらうのにこちらから求めなければならなかった。 

頭が割れそうに痛くなったので脳外科だと思い受診したら「こういう場合は外科じゃなくて脳神経内

科に行くべきですね」と三回言われた。最初は「そうなんですか」と笑って返したがしつこく言われ

返事に困り、受診してはいけなかったのかと不愉快になった。専門医特有の上からの物言いで、患者

がそんな分野がわかるわけない。 

なにか物として扱われているような感じがあった 

主治医からの説明が、あまりにも簡単・短時間で、自分がどうすればいいかがよく理解できないまま、

いまだに通院を続けています。 

入院した病院の看護士の扱いがとても悪かった。 

症状が回復しても医師がズルズルと検査通院をさせたがる感じで、と言ってわざわざ遠い病院まで行

っても「ああ、大丈夫ですね」だけで、こちらの言うことをあまり聞いてくれない。 

カテーテルを受ける前の医師の説明で、最悪の場合を言われるとやはり不安になった。 

医師の話し方が元々かなりキツイことで有名な病院に通院しています。専門的な事は医師にしか分か

らないのに、医師から見て的外れな質問などをしてしまった際、かなり横柄な対応をされました。病

院が忙しすぎるせいもあるとは思うのですが、この病院にかかっていて良いのか、本当に不安な気持

ちになりました。 

医者の対応に不信感を抱いた。 

医師の言動が患者を小馬鹿にしていた。 

医師の対応が不親切で、言葉も横柄だった。 

看護士の傲慢な態度。 

医者の威圧的な態度。 

医師の言葉づかいに少し配慮が足らなかったため。 

検査結果がわかるまでの不安や、ドクターの高圧的な態度など。 

カテーテル検査をした時、医師からの説明がちゃんとされず、尚かつ研修医にさせていたのかやけに

手際が悪く別の医師に助けを求めていた。 

神経内科の専門医ではない人が主治医になってしまったので、やる気を感じられず、投げやり、放置

され感があった。 その後、その大学病院は改革され、今はずいぶんよくなった。 

MRI など十分な説明もなくその後も予約時間に対して３時間待ちなどもあり、診察時も十分な説明も

なく家族を次回連れてくるようにと言う内容を言われ、その割には帰った後次の診察時までの注意事

項などもなく薬飲んでいれば大丈夫じゃないの？と思えるような気もしたが、含みある言い方で不安

になった。 

何も変わりが有りませんか！些細な事に関して聞く耳を持たない！言わない方が良いような感じが

する時が有ります。 
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④ 検査・診断時の「医療機関へのアクセス」に関するコメント 
検査・診断時の「医療機関へのアクセス」に関するコメントとしては、「専門の病院が近

くにない」などの回答があった。 

表3.3-37 検査・診断時の「医療機関へのアクセス」に関するコメント 

検査できる病院が限られており、遠方の病院を紹介された。 

結果的に自宅から遠い病院に入院になってしまい、その後の通院もとても不便。 

専門の病院が近くにない。 

小都市の病院であったため、脳外科の医師が常駐していなくて大学病院の派遣医であったため初診時以

降１ヶ月ほど直接何の説明もなかったため。 

 

 検査・診断時の「経済的負担」に関するコメント 
検査・診断時の「経済的負担」に関するコメントとしては、「検査費用が思ったより高か

った」、「検査費用がどの程度かかるのか検討もつかなかったため、金銭的な不安」などの

回答があった。 

表3.3-38 検査・診断時の「経済負担」に関するコメント  

検査費等が高い。 

検査費用が思ったより高かった。 

薬の値段が高い。 

薬にかかる費用が非情に高い。 

結構費用がかかった。 

検査のたびに、別の病院を指示され、思ったより費用がかかった。最初から大きな病院に行けば良かった。 

費用、検査時間など。 

経済的不安。 

思ったよりも診察費が高く、困った。 

血液検査、心電図検査のみの予定で検査を受けたが、エコーやら負荷心電図やら検査項目が増えていき、

医療費的には予想したよりずいぶん高くなった。 

検査費用がどの程度かかるのか検討もつかなかったため、金銭的な不安。 

保険診療であっても、エコーや MRI などの検査料が高い事。 

一時間程度でも一日の入院ということで、費用は一日入院するのと同じだけとられました。 
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6）その他の不安・不快 

① 検査・診断時の「その他の不安・不快」に関するコメント 
検査・診断時に感じた「その他の不安・不快」に関するコメントとしては、「上半身を脱

いで検査をしたが室温が低くて寒かった」などの回答があった。 

表3.3-39 検査・診断時の「その他の不安・不快」に関するコメント 

検査ありきで、その時に出た症状（吐き気）にたいする対症は後回しだった。 

上半身を脱いで検査をしたが室温が低くて寒かった。 

はだかにされて長時間検査その時とても寒かった。 

寒くて心細かった。 

何となく不安。 

精神的苦痛 いつ終わるか分からない不安。 

漠然とした不安。 

怖かった。 

恐怖心など。 

何となくの不安感があった。 

入院することが不快。 

診断でペースメーカーしかないと言われた。 

医師に御礼をどれくらいしたらいいのか迷った。 
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3.3.2.4. 手術・処置時の不安・不快 

（1）手術・処置時に不安・不快を感じた回答者の割合 

① 全体 
手術・処置時の不安・不快をみると、回答者の 42.6％（213 件）が「なんらかの不安・

不快を感じた」と回答している。不安・不快の内容としては、「手術・処置後の通院費など

が想定していたよりも高かった」が 13.6％と最も多く、次いで「手術・処置後、頻繁に通

院しなければならない」（11.8％）、「手術・処置後、傷あとが気になる」（7.0％）であった。 

42.6% 57.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

なんらかの不安・不快を感じた 不安・不快は感じていない
N=500  

図3.3-21 手術・処置時の不安・不快（単数回答） 

表3.3-40 手術・処置時の不安・不快（単数回答） 

質問項目  

％ 42.6
なんらかの不安・不快を感じた 

件 213

％ 57.4
不安・不快は感じていない 

件 287

％ 100.0
全体 

件 500
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② 疾患区分別・処置区分別 
疾患区分別・処置区分別にみた手術・処置時の不安・不快の割合は以下のとおりであっ

た。 

60.9%

37.9%

100.0%

62.1%

60.0%

42.9%

66.7%

62.1%

0.0%

37.9%

74.5%

40.0%

66.7%

57.1%

33.3%

50.0%

50.0%

90.9%

33.3%

50.0%

50.0%

25.5%

9.1%

39.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

なんらかの不安・不快を感じた 不安・不快は感じなかった

 

図3.3-22 疾患区分・処置区分別にみた手術・処置を受けたときになんらかの不安・不快を感じた人の割合 

表3.3-41 疾患区分・処置区分別にみた手術・処置を受けたときになんらかの不安・不快を感じた人の割合 

疾患区分（処置区分） 
なんらかの不安・不快

を感じた 
合計 

％ 90.9 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 10 11

％ 60.9 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 53 87

％ 37.9 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 22 58

％ 100.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 2 2

％ 62.1 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 18 29

％ 25.5 100.0
不整脈（手術なし） 

件 52 204

％ 60.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 3 5

％ 33.3 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 1 3

％ 42.9 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 9 21

％ 66.7 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 12 18

％ 50.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 3 6

％ 50.0 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 28 56

％ 42.6 100.0
全体 

件 213 500



- 268 - 

（2）手術・処置時の不安・不快の内容（全体） 

不安・不快の内容としては、「手術・処置後の通院費などが想定していたよりも高かった」

が 13.6％（68 件）と最も多く、次いで「手術・処置後、頻繁に通院しなければならない」

が 11.8％（59 件）、「その他の不安・不快」が 9.4％（47 件）であった。 

5.2%

4.0%

5.4%

7.0%

6.0%

11.8%

5.0%

2.8%

13.6%

9.4%

57.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手術・処置後、病状が改善しなかった

手術・処置後、痛みが残っている

手術・処置後、後遺症が残った（麻痺など）

手術・処置後、傷あとが気になる

手術・処置後、日常生活が制限されるように
なった。社会復帰が難しくなった

手術・処置後、頻繁に通院しなければならない

手術・処置後、再発した（血管の再狭窄など）

手術・処置後、埋め込んだ機器のメンテナンスの
ために再手術・処置を受けなければならない

手術・処置後の通院費などが想定していた
よりも高かった

その他の不安・不快

不安・不快は感じていない

N=500
 

図3.3-23 手術・処置時の不安・不快の内容（複数回答） 

表3.3-42 手術・処置時の不安・不快の内容（複数回答） 

質問項目  

％ 5.2
手術・処置後、病状が改善しなかった 

件 26

％ 4.0
手術・処置後、痛みが残っている 

件 20

％ 5.4
手術・処置後、後遺症が残った（麻痺など） 

件 27

％ 7.0
手術・処置後、傷あとが気になる 

件 35

％ 6.0
手術・処置後、日常生活が制限されるようになった。社会復帰が難しくなった 

件 30

％ 11.8
手術・処置後、頻繁に通院しなければならない 

件 59

％ 5.0
手術・処置後、再発した（血管の再狭窄など） 

件 25

％ 2.8手術・処置後、埋め込んだ機器のメンテナンスのために再手術・処置を受けなければならない（ペースメーカ交換

など） 件 14

％ 13.6
手術・処置後の通院費などが想定していたよりも高かった 

件 68

％ 9.4
その他の不安・不快 

件 47

％ 57.4
不安・不快は感じていない 

件 287

％ 100.0
全体 

件 500
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（3）手術・処置に不安・不快を感じた割合（不安・不快の内容別） 

① 「手術・処置後、病状が改善しなかった」の割合 
「手術・処置後、病状が改善しなかった」の割合を疾患区分別・処置区分別にみると、

以下のとおりであった。 

0.0%

19.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

12.6%

0.0%

0.0%

3.6%

0.0%

4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-24 「手術・処置後、病状が改善しなかった」割合 

表3.3-43 「手術・処置後、病状が改善しなかった」割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 0 11

％ 12.6 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 11 87

％ 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 0 58

％ 0.0 100.0
不整脈（開胸手術）(N=2) 

件 0 2

％ 0.0 100.0
不整脈（小切開手術）(N=29) 

件 0 29

％ 4.4 100.0
不整脈（手術なし）(N=204) 

件 9 204

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 19.0 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 4 21

％ 0.0 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 0 18

％ 0.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 0 6

％ 3.6 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 2 56

％ 5.2 100.0
全体 

件 26 500
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② 「手術・処置後、痛みが残っている」の割合 
「手術・処置後、痛みが残っている」の割合を疾患区分別・処置区分別にみると、以下

のとおりであった。 

5.6%

4.8%

0.0%

6.9%

50.0%

1.7%

9.2%

9.1%

0.0%

1.8%

0.0%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-25 「手術・処置後、痛みが残っている」の割合 

表3.3-44 「手術・処置後、痛みが残っている」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 9.1 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 1 11

％ 9.2 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 8 87

％ 1.7 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 1 58

％ 50.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 1 2

％ 6.9 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 2 29

％ 2.0 100.0
不整脈（手術なし） 

件 4 204

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 4.8 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 1 21

％ 5.6 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 1 18

％ 0.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 0 6

％ 1.8 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 1 56

％ 4.0 100.0
全体 

件 20 500
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③ 「手術・処置後、後遺症が残った」の割合 
「手術・処置後、後遺症が残った」の割合を疾患区分別・処置区分別にみると、以下の

とおりであった。 

16.7%

4.8%

0.0%

3.4%

50.0%

0.0%

4.6%

0.0%

0.0%

23.2%

33.3%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-26 「手術・処置後、後遺症が残った」の割合 

表3.3-45 「手術・処置後、後遺症が残った」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 0 11

％ 4.6 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 4 87

％ 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 0 58

％ 50.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 1 2

％ 3.4 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 1 29

％ 1.0 100.0
不整脈（手術なし） 

件 2 204

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 4.8 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 1 21

％ 16.7 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 3 18

％ 33.3 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 2 6

％ 23.2 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 13 56

％ 5.4 100.0
全体 

件 27 500
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④ 「手術・処置後、傷あとが気になる」 
「手術・処置後、傷あとが気になる」の割合を疾患区分別・処置区分別にみると、以下

のとおりであった。 

38.9%

4.8%

20.0%

13.8%

50.0%

3.4%

8.0%

72.7%

0.0%

1.8%

0.0%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-27 「手術・処置後、傷あとが気になる」の割合 

表3.3-46 「手術・処置後、傷あとが気になる」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 72.7 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 8 11

％ 8.0 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 7 87

％ 3.4 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 2 58

％ 50.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 1 2

％ 13.8 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 4 29

％ 1.5 100.0
不整脈（手術なし） 

件 3 204

％ 20.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 1 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 4.8 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 1 21

％ 38.9 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 7 18

％ 0.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 0 6

％ 1.8 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 1 56

％ 7.0 100.0
全体 

件 35 500
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⑤ 「手術・処置後、日常生活が制限されるようになった。社会復帰が難しくなった」の割合 
「手術・処置後、日常生活が制限されるようになった。社会復帰が難しくなった」の割

合を疾患区分別・主義区分別にみると、以下のとおりであった。 

11.1%

19.0%

0.0%

13.8%

0.0%

1.7%

8.0%

9.1%

0.0%

10.7%

0.0%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-28 「手術・処置後、日常生活が制限されるようになった。社会復帰が難しくなった」の割合 

表3.3-47 「手術・処置後、日常生活が制限されるようになった。社会復帰が難しくなった」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 9.1 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 1 11

％ 8.0 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 7 87

％ 1.7 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 1 58

％ 0.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 0 2

％ 13.8 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 4 29

％ 2.5 100.0
不整脈（手術なし） 

件 5 204

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 19.0 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 4 21

％ 11.1 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 2 18

％ 0.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 0 6

％ 10.7 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 6 56

％ 6.0 100.0
全体 

件 30 500
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⑥ 「手術・処置後、頻繁に通院しなければならない」の割合 
「手術・処置後、頻繁に通院しなければならない」の割合を疾患区分別・処置区分別に

みると、以下のとおりであった。 

0.0%

23.8%

20.0%

13.8%

50.0%

13.8%

16.1%

36.4%

33.3%

17.9%

16.7%

4.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-29 「手術・処置後、頻繁に通院しなければならない」の割合 

表3.3-48 「手術・処置後、頻繁に通院しなければならない」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 36.4 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 4 11

％ 16.1 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 14 87

％ 13.8 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 8 58

％ 50.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 1 2

％ 13.8 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 4 29

％ 4.9 100.0
不整脈（手術なし） 

件 10 204

％ 20.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 1 5

％ 33.3 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 1 3

％ 23.8 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 5 21

％ 0.0 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 0 18

％ 16.7 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 1 6

％ 17.9 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 10 56

％ 11.8 100.0
全体 

件 59 500
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⑦ 「手術・処置後、再発した」の割合 
「手術・処置後、再発した」の割合を疾患区分別・処置区分別にみると、以下のとおり

であった。 

5.6%

4.8%

0.0%

10.3%

0.0%

0.0%

16.1%

0.0%

0.0%

3.6%

16.7%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-30 「手術・処置後、再発した」の割合 

表3.3-49 「手術・処置後、再発した」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 0 11

％ 16.1 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 14 87

％ 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 0 58

％ 0.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 0 2

％ 10.3 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 3 29

％ 1.5 100.0
不整脈（手術なし） 

件 3 204

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 4.8 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 1 21

％ 5.6 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 1 18

％ 16.7 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 1 6

％ 3.6 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 2 56

％ 5.0 100.0
全体 

件 25 500
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⑧ 「手術・処置後、埋め込んだ機器のメンテナンスのために再手術・処置を受けなければならない」の割合 
「手術・処置後、埋め込んだ機器のメンテナンスのために再手術・処置を受けなければ

ならない」の割合を疾患区分別・処置区分別にみると、以下のとおりであった。 

0.0%

4.8%

0.0%

20.7%

0.0%

0.0%

3.4%

9.1%

0.0%

0.0%

16.7%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-31 「手術・処置後、埋め込んだ機器のメンテナンスのために再手術・処置を受けなければならない」の割合 

表3.3-50 「手術・処置後、埋め込んだ機器のメンテナンスのために再手術・処置を受けなければならない」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 9.1 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 1 11

％ 3.4 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 3 87

％ 0.0 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 0 58

％ 0.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 0 2

％ 20.7 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 6 29

％ 1.0 100.0
不整脈（手術なし） 

件 2 204

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 4.8 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 1 21

％ 0.0 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 0 18

％ 16.7 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 1 6

％ 0.0 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 0 56

％ 2.8 100.0
全体 

件 14 500
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⑨ 「手術・処置後の通院費などが想定していたよりも高かった」の割合 
「手術・処置後の通院費などが想定していたよりも高かった」の割合を疾患区分別・処

置区分別にみると、以下のとおりであった。 

16.7%

23.8%

0.0%

6.9%

50.0%

12.1%

25.3%

9.1%

0.0%

10.7%

0.0%

10.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-32 「手術・処置後の通院費などが想定していたよりも高かった」の割合 

表3.3-51 「手術・処置後の通院費などが想定していたよりも高かった」の割合 

疾患区分（処置区分） 不安・不快を感じた 全体 

％ 9.1 100.0
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 1 11

％ 25.3 100.0
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 22 87

％ 12.1 100.0
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 7 58

％ 50.0 100.0
不整脈（開胸手術） 

件 1 2

％ 6.9 100.0
不整脈（小切開手術） 

件 2 29

％ 10.3 100.0
不整脈（手術なし） 

件 21 204

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 0 5

％ 0.0 100.0
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 23.8 100.0
その他心臓疾患（手術なし） 

件 5 21

％ 16.7 100.0
脳疾患（開頭手術） 

件 3 18

％ 0.0 100.0
脳疾患（小切開手術） 

件 0 6

％ 10.7 100.0
脳疾患（手術なし） 

件 6 56

％ 13.6 100.0
全体 

件 68 500
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（4）手術・処置時に感じた不安・不快に関するコメント 

ここでは手術・処置時に感じた不安・不満に関するコメントについて分析した。分析の

観点としては、「身体的負担」、「拘束感」、「生命の問題」、「医療サービス」、「その他」の項

目を設けた。 

特にコメントが多かった項目は、「副作用・後遺症の不安」、「再発・悪化など医療の不確

実性に対する不安」であった。 

表3.3-52 手術・処置時に感じた不安・不快に関するコメント分析の観点 

項目 分析の観点 件 

痛み 18
身体的負担 

吐き気・疲労・圧迫感・緊張感・羞恥心・不快な刺激 14

活動制限 9

身体拘束 9拘束感 

服薬継続 13

副作用・後遺症の不安 36

再発・悪化など医療の不確実性に対する不安 36

未体験の手術・処置への不安 9

生命への不安 9

生命の問題 

今後の生活への不安 12

説明不足 19

医療スタッフの技能に対する不満 12

医療スタッフの接遇・態度 10
医療サービス 

経済的負担 20

その他 その他の不安・不快 15

注．回答内容が類似しているものはひとつにまとめた。また、複数の内容が含まれている回答は複数の項

目で数えた。 
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1）身体的負担に関する不安・不快 

① 手術・処置時の「痛み」に関するコメント 
手術・処置時の「痛み」に関するコメントとしては、「手術中に麻酔の効きが悪く、痛み

が伴って不安を感じた」などの回答があった。 

表3.3-53 手術・処置時の「痛み」に関するコメント 

手術時の痛みに不安があった。 

痛みがすごかった。 

痛かった。 

痛みがどれくらい続くか。 

痛みで血圧が下がって具合が悪くなった。 

入院治療中、点滴を受けたが、その薬の影響で点滴中は激しい頭痛に襲われた。 

手術中に麻酔の効きが悪く、痛みが伴って不安を感じた。 

止血時間中の手首の痛み。 

術後、止血のための傷口圧迫による痛みが続くため、２度とＰＴＣＡは受けたくないと思った。術前は

良くなりたいという気持ちがあるため何でも我慢でできるが、術後は安心感から我慢が無くなってしま

う。 

夜中に具合が悪くなった時に、救急医療で診てもらったが、その時の医師にとてもキツイ薬を点滴で入

れられ、とても辛かった。 

部分麻酔でしたが、鈍い痛みを感じました。時間も４時間以上に及んだため、同じ姿勢で横たわってい

たことで、頭と腰に痛みが出てきました。 

カテーテルアブレーションなので仕方ないですが、部分麻酔だったため死ぬようなとても辛い手術でした。 

手術後の麻酔から覚めた時の吐き気がつらかった。 

採血がいやだった。 
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② 手術・処置時の「吐き気・疲労・圧迫感・緊張感・羞恥心・不快な刺激」に関するコメント 
手術・処置時の「吐き気・疲労・圧迫感・緊張感・羞恥心・不快な刺激」に関するコメ

ントとしては、「意識がある中、体の中にカテーテルの管が心臓のほうに来るときと、レン

トゲン撮影のため造影剤の投入時体が焼けるように熱くなるのは言いようがない不快感の

塊」などの回答があった。 

表3.3-54 手術・処置時の「吐き気・疲労・圧迫感・緊張感・羞恥心・不快な刺激」に関するコメント 

＜吐き気＞ 

手術後、麻酔から覚めてからの半日間は吐き気がものすごかった。嘔吐の理由は、痛み止めの点滴が体

に合わなかったとの話だった。 

手術後の麻酔から覚めた時の吐き気がつらかった。 
 

＜疲労＞ 

手首の動脈部からのカテーテル挿入時、部分麻酔で完全に現状が判る状態での不安。術後の右腕全体の

脱力感や疲労感が、しばらく取れなかった。 
 

＜圧迫感・緊張感＞ 

心エコーが暗闇の中だったので不安だった。 

思っていたよりも大掛かりな処置だったのでびっくりし不安に感じた。 

治療機器がたくさん並び不安だった。 

降圧剤を服用してから動悸・息切れ・目まい・極度の緊張感が伴った。 

恐怖心など。 

局所麻酔で全部聞こえる中で、顔には被いをされて非常に不安を助長された。 

精神的。 
 

＜羞恥心＞ 

全裸で処置を受けるのはやはり抵抗はあった。 
 

＜不快な刺激＞ 

意識がある中、体の中にカテーテルの管が心臓の方に来るときと、レントゲン撮影のため造影剤の投入

時体が焼けるように熱くなるのは言いようがない不快感の塊。 

動脈カテーテルが不快だった。 

寒かった。 
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2）拘束感に関する不安・不満 

① 手術・処置時の「活動制限」に関するコメント 
手術・処置時の「活動制限」に関するコメントとしては、「見た目は変わらないものの、

常人より多少日常生活に制限がかかった」、「術後、完全回復したにも関わらず、予防措置

としていまだに薬の投与が必要」などの回答があった。 

表 3.3-55 手術・処置時の「活動制限」に関するコメント 

激しい運動などを控えるよう注意されている。 

術後に行動が制限されたため不自由を感じた。 

見た目は変わらないものの、常人より多少日常生活に制限がかかった。 

常人より生活が制限される 

 

② 手術・処置時の「身体拘束」に関するコメント 
手術・処置時の「身体拘束」に関するコメントとしては、「退院後の通院期間が思いのほ

か長くなり、そのための負担が相当にかかった」などの回答があった。 

表 3.3-56 手術・処置時の「身体拘束」に関するコメント 

＜通院＞ 

月に一度通院せねばならず、つい仕事の予定を入れそうになり、調整に苦労する。 

投薬の都合上、毎月通院検査が必要になるので不便を感じる。 

通院投薬を継続する不快さ。 

退院後の通院期間が思いのほか長くなり、そのための負担が相当にかかった。 

投薬しか現在のところ治療法が無い為、頻繁に検査しなくてはならず、その為会社など休んで病院に通わなくはならない。 

担当医が休みの日だと処置が進まない。 

待ち時間が長い。予約の意味が無かった。 
 

＜入院＞ 

いつまで入院するのかがわからず不安だった。 
 

＜処置＞ 

意識のある中でのカテーテルオペだったので、長時間の拘束がしんどかった。 

急性心筋梗塞での緊急手術だったので、術後３日後に集中治療室から病室に戻されてからの、部屋か

ら出ることを禁じられたこと（なぜか解らなかったので）。 

約 1ヶ月間、24 時間監視の心電図漬けにあって、疲れた。 

突発性心房細動を伴うため、その都度ＤＣにて処置。 
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③ 手術・処置後の「服薬継続」に関するコメント 
手術・処置時の「服薬継続」に関するコメントとしては、「毎日、薬を飲むのが面倒」、「術

後、完全回復したにも関わらず、予防措置としていまだに薬の投与が必要」などの回答が

あった。 

表 3.3-57 手術・処置時の「服薬継続」に関するコメント 

狭心症の疑い有りと診断され、いまだに原因不明でニトロが手放せない状況。 

薬の量、種類が多すぎる。 

毎日、薬を飲むのが面倒。 

術後、完全回復したにも関わらず、予防措置としていまだに薬の投与が必要。 
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3）生命の問題に関する不安・不満 

① 手術・処置時の「副作用・後遺症の不安」に関するコメント 
手術・処置時の「副作用・後遺症の不安」に関するコメントとしては、「降圧剤を服用し

てから動悸・目まい・極度の緊張感が伴った」、「半身不随現象で歩行が困難になった」な

どの回答があった。 

表3.3-58 手術・処置時の「副作用・後遺症の不安」に関するコメント 

＜後遺症＞ 

後遺症が出ないかと考えると不安だった。 

手術後期間が浅く（約１ヶ月）今後の病状や後遺症などのことについて全般的に不安がある。 

手術による合併症が不安だった。 

結局の所治るわけでもなく、日常生活に多少なりとも影響がでた。日や体調によって不整脈が起きた

り、検診などでひっかかり、処置の意味など無かったように思う。 

リハビリについて。 

麻痺がひどいので日常生活が不安。 

片麻痺。 

麻痺等の回復の度合い。 

半身不随現象で歩行が困難になった。 

左半身に自分の意思ではスムーズに動かせない麻痺が残り、いつになったら完治するのか不安だ。 

めまい。 

手術後、開頭手術をしたことによる脳圧調整力の低下が生活に支障をきたした。 

日常生活にもどれるかどうか。 

社会的に病気を持っていると判断され転職等に影響が少なからずある。 

ひだり片麻痺が残り仕事に採用されないことが不安である。どうしても外見にて判断されるので。 

障害が残ることで先の見通しがつかないこと。 

処置の不備により約半年の間、仕事がちゃんと出来ないようになり、仕方なく仕事を辞めた。 

半分目が見えなくなったのですが、見えるようになる画期的は方法が知りたい。 
 

＜薬の副作用＞ 

降圧剤を服用してから動悸・息切れ・目まい・極度の緊張感が伴った。 

細い冠動脈の狭窄なので内服薬治療を続けているが、副作用や肝臓の負担が心配。 

入院治療中、点滴を受けたが、その薬の影響で点滴中は激しい頭痛に襲われた。 

薬をずっと飲み続けないといけないという不安（副作用）。 

薬を服用し続けることにより、肝臓などに負担がかからないか不安。 
 

＜痛み＞ 

その後１年ほど軽い痛みがあった。 

傷痕が傷む時がある。 

傷跡が分かる、異物感がある、痛いときがある。 
 
＜傷跡＞ 

傷跡が気になる程度でそれ以外は特に無し。 

傷が目立つ。 

傷痕。本当に手術が必要だったのか？ 

手術後、麻酔から覚めてからの半日間は吐き気がもの凄くて、嘔吐するのに体を動かさなければなら

なかったため、術後の傷跡に良くないのではと非常に気がかりだった。 

首の傷は消えていますが、太ももと足の付け根の傷は痣になって残っています。 

傷跡が分かる、異物感がある、痛いときがある。 
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② 手術・処置時の「再発・悪化など医療の不確実性に対する不安」に関するコメント 
手術・処置時の「再発・悪化など医療の不確実性に対する不安」に関するコメントとし

ては、「血栓などが移動し脳梗塞などにならないか不安だった」、「バイパス手術で、将来的

に再狭窄のリスクがどの程度あるのか不安」などの回答があった。 

表3.3-59 手術・処置時の「再発・悪化など医療の不確実性に対する不安」に関するコメント 

＜再発・悪化＞ 

再発に対する不安。 

いつ起こるか分からないという不安。 

完治していないので症状が時々出て困る。 

手術・処置が必要になることへの不安。 

再発したので不安に感じている。 

いつＩＣＤの作動が起こるか不安だ。 

投薬治療で不整脈はおさえられたようだが、再発があるかもしれないと心配になる。 

処置は投薬のみでまだ初歩だと言われたが、最近胸の辺りが重苦しく痛いような気がして不安になる。 

基本は点滴、または注射での対処なのだけれど、いつ酷くなるかは分からないのが凄く不安。 

投薬のみだが、以前より不整脈が頻発しておりやや不安である。 

受けた時には感じなかった。あとで再発した。 

バイパス手術で、将来的に再狭窄のリスクがどの程度あるのか不安。 

経過観察のために、症状が改善されていない。 

いつ再発するか不安である。 

スメーカーの電源がＯＮになっているのか、リードがはずれないか心配だった。 

＜医療の不確実性に対する不安＞ 

精密検査をしたにもかかわらず、出血箇所が判明しなかった。 

期待したほどの効果が実感できない。ほかの原因がまだあるのではないか。 

再発した原因がわからない。 

血栓などが移動し脳梗塞などにならないか不安だった。 

検査の結果狭窄部分は見付からず血管は綺麗だと言われ安心しましたが、深夜・明け方に時々強い胸痛。 

狭窄箇所が５箇所有り、まだ２箇所未処置のままである事（処置が難しい部位のため）。 

患部自体は何ら治療が施されていないという不安。 

結局、寛解状態で退院となり、患部自体は入院当初と同じ状態のままであること。 

結局治ることも治すことも無く、放置ということになり、現在も時々不整脈が起こり、日常生活で支

障がでたり、検診で引っかかったりする。 

カテーテル検査は失敗例もあると聞いたので 極度に緊張した。 

ある程度は、投薬で抑えられるが、発作が出るときがある。 

途中で壊れはしないかと感じた。 

症状が改善されない。 

Ｉ．Ｃ．Ｄの作動。 

治っていない。 

少しずつしか回復しなかった事。 

完治しないと言われた。 

手術が成功するかどうか。 

術後、半年後の再検査。 

いつまで続くのかどうか。 

左半身に自分の意思ではスムーズに動かせない麻痺が残り、いつになったら完治するのか不安だ。 

狭窄箇所が５箇所有り、まだ２箇所未処置のままである事（処置が難しい部位のため）。 

将来の不安。 

日や体調によって不整脈が起きたり、検診などでひっかかり、処置の意味など無かったように思う。

手術自体には特に不安や不快感はなかったが、手術後体に力が入らなかったり不整脈が頻繁に感じら

れ今後の社会復帰に不安を感じている。 
ペースメーカーの電源がＯＮになっているのか、リードがはずれないか心配だった。 
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③ 「未体験の手術・処置への不安」に関するコメント 
「未体験の手術・処置への不安」に関するコメントとしては、「頭では理解していても、

未体験に対する不安」、「めったにない事に対する不安」などの回答があった。 

表3.3-60 手術・処置時の「未体験の手術・処置への不安」に関するコメント 

手術を受けること自体が不安なものです。 

初めての手術に対しての不安。 

初めてなので、とにかく怖かった。 

頭では理解していても、未体験に対する不安。 

手術の成否、うまくいくかどうか。 
手術自体の不安。 

予想できない処置。 

全身麻酔でカテーテルを通す検査が不安。 

めったにない事に対する不安があった。 

 

④ 手術・処置時の「生命への不安」に関するコメント 
手術・処置時の「生命への不安」に関するコメントとしては、「体力に自信がないので病

院生活で持ちこたえられるかどうか不安になった」、「薬剤付きすてんとの挿入設置に関し

て、これから、いつまで無事平穏であるのかの不安」などの回答があった。 

表3.3-61 手術・処置時の「生命への不安」に関するコメント 

体力に自信がないので病院生活で持ちこたえられるかどうか不安になった。 

薬剤付きステントの挿入設置に関して、これから、いつまで無事平穏で有るかの不安。 

まだ手術は受けていませんが、将来受ける際には全てが不安です。 

投薬していますが、なかなか回復しない。 

治るか分からないという不安。 

どうして症状が何時までも改善されないのか不安である。 

心臓の一部が壊死しているときかされた。 

薬の定期的な服用が、無いと不安に駆られる 

薬を飲み続ける以外に治療法が無い事に不安を感じた。 
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⑤ 手術・処置時の「今後の生活への不安」に関するコメント 
手術・処置時の「今後の生活への不安」に関するコメントとしては、「手術自体には特に

不安や不快感はなかったが、手術後に体に力が入らなかったり、不整脈が頻繁に感じられ

今後の社会復帰に不安を感じている」、「リハビリについて」などの回答があった。 

表3.3-62 手術・処置時の「今後の生活への不安」に関するコメント 

今の処置ではなく，将来受けるであろう処置についての不安を選択しました。 

進行すると心不全で、心肺機能停止となること。一生投与しなければならない。 

妊娠した時の再検査が不安。 

経過観察中であるが、漠然とした不安がいつもある。 

 



- 287 - 

4）医療サービスに関する不安・不満 

① 手術・処置時の「説明不足」に関するコメント 
手術・処置時の「説明不足」に関するコメントとしては、「自分の状況が良く分からなか

った」、「医師の説明が余りなかった」などの回答があった。 

表3.3-63 手術・処置時の「説明不足」に関するコメント 

納得する説明が無かった。 

医師の説明があやふや。どんな処置をするのか分からなかった。 

医師の説明が余りなかった。 

具体的な説明がなかった。 

飲んでいた薬についてまともな説明がされなかった。（インフォームドコンセントの不備）  

インフォームドコンセント不足。 

医師の説明力不足。いい加減さ。 

説明不足なのでよくわからないのが不安でした…。 

ステント留置手術を受けたので今後のステント材の変化等の説明が欲しかった。 

自分の状態が十分理解できなかったため。 

手術後、開頭手術をしたことによる脳圧調整力の低下が生活に支障をきたしたが、明確にそのような説明はなかった。 

完治しないと言われた。 

心筋梗塞では、死んでしまった筋組織の再生はないと聞かされた時。 

 

② 手術・処置時の「医療スタッフの技能に対する不満」に関するコメント 
手術・処置時の「医療スタッフの技能に対する不満」に関するコメントとしては、「尿管

にカテーテルを入れられたとき新人が担当し、慣れていないのかすごい苦痛が伴った」な

どの回答があった。 

表3.3-64 手術・処置時の「医療スタッフの技能に対する不満」に関するコメント 

仕方ないとは思うのですが、頭がボコボコしています。緊急手術だったので 自分がどうなるのか想像が

ついておらず、少なからずショックを受けました。 

再狭窄し３度も手術を受けた事 

期待したほどの効果が実感できない。ほかの原因がまだあるのではないか。 

頻脈について手術をうけ、その症状は改善したものの、不整脈が残った。手術失敗ともいえる。幸い通院するほどのレベルではな

いようだが、この結果で費用だけは満額払うという点で釈然としない気持ちがあった。このための同意書か、と納得した。 

尿管にカテーテルを入れられたときに新人が担当し、慣れていないのかすごい苦痛が伴った。 

手術時、極端に血圧が下がり意識が遠くなった。（血圧 50 まで下がった） 

出血が止まらなかった 

この先生は大丈夫なのか？ 

それで何が変わったのかが感じられない 
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③ 手術・処置時の「医療スタッフの接遇・態度」に関するコメント 
手術・処置時の「医療スタッフの接遇・態度」に関するコメントとしては、「局部麻酔の

ため意識がはっきりしている中、医師や研修医の会話が、医学的なことは少なく大半が雑

談で不快だった」、「痺れが少々あっても言葉に表現できない感覚を受け止めてもらえなか

ったこと」などの回答があった。 

表3.3-65 手術・処置時の「医療スタッフの接遇・態度」に関するコメント 

局部麻酔のため意識がはっきりしている中、医師や研修医の会話が、医学的なことは少なく大半が雑談で不快だった。 

カテーテルで職員たちが無駄話ばかりしていた。こっちは血圧が下がり不安を訴えているのに片手間で処置された。 

局所麻酔であったため、医師と機器メーカー担当者との会話が気になった。施術は医師であるが、助言

者がスーツを着たメーカー担当者。何とも言えない気持ちだった。 

カテーテルの時、医師が笑いながら行っていた。 

手術はしていないが、検査時の対応。 

検査のときに意識があるので、医師の言っていることに不安を覚えてしまった。 

大学病院なので仕方ないのですが、麻酔を学生がしたのは驚きと恐怖でした（きちんと担当医は立会い

のもとでしたが）。 

処置後担当医の患者を馬鹿にしたような説明。処置中の私語。 

痺れが少々あっても言葉に表現できない感覚を受け止めてもらえなかったこと。 

検査時の融通の利かなさに、気軽に再検査したいという思いに壁が立ちはだかっている。 

 

④ 手術・処置時の「経済的負担」に関するコメント 
手術・処置時の「経済的負担」に関するコメントとしては、「薬代や通院で費用がかかる。

経済的負担が大きい」、「説明の際に、値段の説明をしてもらえず、検査を受けた後の会計

のときや、薬局で驚かされる羽目になる」などの回答があった。 

表3.3-66 手術・処置時の「経済的負担」に関するコメント 

経済的な不安。 

高額医療費。 

医療費が家計を圧迫してしていること。 

費用が予想以上にかかった。 

処置入院費が予想以上に高く支払いに苦労した。 

頻脈について手術をうけ、その症状は改善したものの、不整脈が残った。手術失敗ともいえる。幸い通

院するほどのレベルではないようだが、この結果で費用だけは満額払うという点で釈然としない気持ち

があった。このための同意書か、と納得した。 

治療費が高い。 

薬代や通院で費用がかかる。経済的負担が大きい。 

薬代が高い。 

毎月の診察・薬代がかなりの負担となる。 

手術後退院後の治療費用がかさんだ。 

通院のたびに検査があって、費用が掛かった。 

投薬していますが、なかなか回復しない。 検査費用や治療費がかさむ。 

通院投薬を継続する不快さと経済的圧迫の方が問題。 

説明の際に、値段の説明をしてもらえず、検査を受けた後の会計のときや、薬局で驚かされる羽目になる。 
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5）その他の不安・不快 

① 手術・処置時の「その他の不安・不快」に関するコメント 
手術・処置時の「その他の不安・不快」に関するコメントとしては、「意識がなく、後か

ら考えるに全てに不安でした」などの回答があった。 

表3.3-67 手術・処置時の「その他の不安・不快」に関するコメント 

24 時間の心電図を計ってからは何も処置をしていない。 

救急で行ったので、訳が分からなかった。 

意識がなく、後から考えるに全てに不安でした。 
心の不安。 
心臓というだけで不安に感じる。 

頭なので。 

心筋梗塞では、死んでしまった筋組織の再生はないと聞かされた時。 

死ぬかと思った。 

手術を受けるほどではなかったが痛みがある。 
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3.3.2.5. 希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置の有無 

（1）希望したにもかかわらず受けられなかった手術・処置があった回答者の割合 

① 全体 
希望したのにも関わらず受けられなかった手術・処置の有無については、９割以上の回

答者が「なかった」と回答している。 

95.2% 4.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

希望をしたにもかかわらず、受けられなかった手術・処置はなかった

希望をしたにもかかわらず、受けられなかった手術・処置があった
N=500

 

図3.3-33 希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置の有無（単数回答） 
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② 疾患区分別・処置区分別 
疾患区分別・処置区分別に受けられなかった手術・処置の割合をみると、以下のとおり

だった。 

0.0%

0.0%

20.0%

3.4%

0.0%

8.6%

4.6%

18.2%

0.0%

7.1%

0.0%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

心筋梗塞・狭心症（開胸手術）(N=11)

心筋梗塞・狭心症（小切開手術）(N=87)

心筋梗塞・狭心症（手術なし）(N=58)

不整脈（開胸手術）(N=2)

不整脈（小切開手術）(N=29)

不整脈（手術なし）(N=204)

その他心臓疾患（開胸手術）(N=5)

その他心臓疾患（小切開手術）(N=3)

その他心臓疾患（手術なし）(N=21)

脳疾患（開頭手術）(N=18)

脳疾患（小切開手術）(N=6)

脳疾患（手術なし）(N=56)

 

図3.3-34 疾患区分別にみた希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置の有無（単数回答） 

表3.3-68 疾患区分別にみた希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置の有無（単数回答） 

疾患区分（処置区分） 
受けられなかった手術・処置

があった 
全体 

％ 18.2 100.0 
心筋梗塞・狭心症（開胸手術） 

件 2 11

％ 4.6 100.0 
心筋梗塞・狭心症(小切開手術) 

件 4 87

％ 8.6 100.0 
心筋梗塞・狭心症（手術なし） 

件 5 58

％ 0.0 100.0 
不整脈（開胸手術） 

件 0 2

％ 3.4 100.0 
不整脈（小切開手術） 

件 1 29

％ 3.4 100.0 
不整脈（手術なし） 

件 7 204

％ 20.0 100.0 
その他心臓疾患（開胸手術） 

件 1 5

％ 0.0 100.0 
その他心臓疾患（小切開手術） 

件 0 3

％ 0.0 100.0 
その他心臓疾患（手術なし） 

件 0 21

％ 0.0 100.0 
脳疾患（開頭手術） 

件 0 18

％ 0.0 100.0 
脳疾患（小切開手術） 

件 0 6

％ 7.1 100.0 
脳疾患（手術なし） 

件 4 56

％ 4.8 100.0 
全体 

件 24 500
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（2）希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置に関するコメント 

希望したにもかかわらず受けられなかった手術・処置に関するコメントとしては、「出欠

の部位場所が悪く手術等をすることで今以上に悪くなる可能性があるとのことで」「病状

がひどくて、カテーテルでの処置ができなくて、開胸手術になった」の回答が得られた。 

表3.3-69 希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置に関するコメント（自由記入） 

点滴 

バイパス手術。 

ペースメーカ以外の治療 

リハビリ（厚労省の 180 日ルールによる足きり）。 

カテーテルでの手術 

狭心症の進行度を判断するための、心臓カテーテル検査を、不必要と言われた 

バルーン手術 

乳化ポリマーのステントを希望したが、ステンレスの物を使われた 

病状がひどくて、カテーテルでの処置ができなくて、開胸手術になった。 

小脳に近いという理由で投薬で様子を見るとの事だったが、痛みは変わらないので処置して欲しい 

特にひどい症状ではなかったので何もしていない 

出血の部位場所が悪く手術等をすることで今以上に悪くなる可能性があるとのことで 

心房中隔欠損症と、大動脈弁および、僧房弁閉鎖不全症の３点を患っているうち、 手術内容は心房中隔

欠損の手術のみ行われた。弁のほうは経過見とのことで行われなかった。 

激しい不整脈で夜間救命センター行き、不整脈は有り血圧が 220-140 と高いのに翌日循環器科外来で受

信する様に言われ、せめて血圧を下げる様申し出たが処置はして貰え無かった。後で知り合いの医師に

話したら、せめて血圧を下げて帰すのが適切な処置と聞いた。 

ミスがあまりにも多く B病院と裁判中 

強いて言えば、複数回にわたるホルター心電図検査 

原因不明なので様子を見る事になった 
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3.3.3. まとめ・考察 

3.3.3.1. 調査内容・方法 

本調査は、既存の医療機器の課題を明らかにし、今後の医療機器の開発に役立てることを目的

としている。 

調査方法は、過去５年以内に循環器あるいは脳血管に関する疾患に罹患した経験を持つ 15 歳以

上の患者を対象とした、インターネット上のアンケート調査である。 

 

3.3.3.2. 調査結果 

今回実施した、心筋梗塞・狭心症、不整脈、その他心臓疾患、脳疾患に罹患歴のある患者を対

象にしたアンケート調査により、患者は検査・診断時および手術・処置時の不安・不快について

のコメントを収拾することができた。 

検査・診断時、手術・処置時の不安・不快として、それぞれ、以下の傾向がみられた。 

 

（1）検査・診断時の不安・不快 

心筋梗塞・狭心症、不整脈、その他心臓疾患、脳疾患に罹患歴のある回答者は、59.0%（295 件）

が検査・診断時に不安・不快を感じたと回答している。不安・不快の内容としては、「検査・診断

を受けるために日常生活が制限された」が 25.8%（129 件）と最も多く、次いで「検査・診断を受

けたときに心理的圧迫など精神的苦痛がともなった」が 24.2％（121 件）、「検査・診断を受ける

ための費用が想定していたよりも高かった」が 21.6％（108 件）であった。 

① 無痛性の課題 
「検査・診断を受けたときに痛みがともなった」を疾患区分別・処置区分別にみると、不安・

不快を感じた割合は「その他心臓疾患で小切開手術を受けた」が 66.7％（２件）と最も多く、次

いで「不整脈で開胸手術を受けた」が 50.0％（１件）、「心筋梗塞・狭心症で開胸手術を受けた」

が 45.5％（５件）であった。 

② 安心性の課題 
「検査・診断を受けたときに心理的圧迫感など精神的苦痛をともなった」を疾患区分別・処置

区分別にみると、不安・不快を感じた割合は、「不整脈で開胸手術を受けた」が 100.0％（２件）

と最も多く、次いで｢その他の心臓疾患で小切開手術を受けた｣が 66.7％（２件）、「脳疾患で小切

開手術を受けた」が 50.0％（３件）であった。 

③ 静音性の課題 
「検査・診断を受けたときに騒音が気になった」を疾患区分別・処置区分別にみると、不安・

不快を感じた割合は、「不整脈で開胸手術を受けた」が 50.0％（１件）と最も多く、次いで「そ

の他心疾患で開胸手術を受けた」が 40.0％（２件）、「心筋梗塞・狭心症で開胸手術を受けた」が

27.3％（３件）であった。 
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④ 拘束性の課題（時間の制限） 
「検査・診断を受けたときに検査室内で長時間拘束された」を疾患区分別・処置区分別にみる

と、不安・不快を感じた割合は、「その他心臓手術で手術を受けなかった」が 38.1％（８件）と

最も多く、次いで「その他心臓疾患で小切開手術を受けた」が 33.3％（１件）、「脳疾患で小切開

手術を受けた」が 33.3％（２件）であった。 

⑤ 拘束性の課題（生活の制限） 
「検査・診断を受けるために日常生活が制限された」を疾患区分別・処置区分別にみると、不

安・不快を感じた割合は、「不整脈で開胸手術を受けた」が 100.0％（２件）と最も多く、次いで

「脳疾患で小切開手術を受けた」が 66.7％（４件）、「心筋梗塞・狭心症で開胸手術を受けた」が

54.5％（６件）であった。 

 

（2）手術・処置時の不安・不快 

心筋梗塞・狭心症、不整脈、その他心臓疾患、脳疾患に罹患歴のある回答者は、42.6%（213 件）

が手術・処置時に不安・不快を感じたと回答している。不安・不快の内容としては、「手術・処置

後の通院費などが想定していたよりも高かった」が 13.6％（68 件）と最も多く、次いで「手術・

処置後に頻繁に通院しなければならない」が 11.8％（59 件）、「その他の不安・不快」が 9.7％（47

件）であった。 

 

（3）希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置 

希望したにも関わらず受けられなかった手術・処置の有無については、９割以上の回答者が「な

かった」と回答している。 
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3.4. ニーズ情報のまとめ 

 

心臓血管・脳血管領域における医師ニーズインタビュー調査及びＷｅｂアンケート調査、患者

ニーズＷｅｂアンケート調査を行った。 

臨床ニーズに即した低侵襲医療機器の開発には、医療ニーズの理解不足の解消やニーズギャッ

プを埋める努力が必要であり、心臓血管・脳血管領域における多面的要求を収集したニーズ情報

としてはいずれも必要なものと考えられた。 

ニーズ調査は、一企業や一研究者の努力では情報の質・量の両面で不足する事態も多く、今後

も継続した調査が必要であると考えられた。 
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4. リスク情報 
 

低侵襲医療への要求や期待などを組み入れた実臨床に有用な機器開発の実現には、開発リスク

の低減に資するリスクＤＢが低侵襲医療機器の実現性を高める。研究開発当初より実臨床現場で

のリスクを考慮した機器開発を可能とするため、リスクＤＢは、低侵襲医療機器の市販前許認可

プロセス紹介する市販前許認可プロセスＤＢ、低侵襲医療機器に関する不具合などの市販後安全

性情報を紹介する市販後安全性情報ＤＢ、ＰＬ（製造物責任）裁判に関する判例情報を紹介する

ＰＬ裁判ＤＢから構成される。そのため、本年度は市販前許認可プロセス調査、市販後安全性情

報調査、ＰＬ判例情報調査等を行った。 

 

 

4.1. 市販前許認可プロセス調査 

 

4.1.1. 調査概要 
 

わが国で承認された低侵襲医療機器を中心に、日本の審査報告書、FDA 情報、臨床試験論文情

報などを用いて、日米欧の承認審査期間・規制制度、臨床試験状況などに関する調査を行い、機

器毎の市販前許認可プロセスを概観できる資料 10 機種分を作成した。収集したデバイスリストは

表 4.1-1 のとおり。収集データ項目については、デバイス名、一般的名称、機器概要、企業名、

日米欧の審査期間、臨床試験情報等とした。表 4.1-2～表 4.1-11 に各機種の調査結果を記す。 

 

 

表4.1-1 市販前許認可プロセス情報のデバイスリスト 

No. デバイス名 一般的名称 機器概要 企業 

1 アンギオシール 吸収性局所止血材 

カテーテル検査／治療後の穿刺部位に対し、コラー

ゲンとポリマーで穿刺部血管壁を経皮的に挟み込

むことで止血する器具 

日本シャーウッド／

開発 Kensey Nash／

販 売 権 St. Jude 

Medical 

2 
ノバコア 左室補助人

工心臓システム 
補助循環装置 

電気駆動式の左室補助人工心臓システムで、左心

室と同期して作動し、左心室本来の機能の大半を

引き継いで循環をサポートするシステム。 

バクスター社／ワー

ルドハート社 

3 
ジョーステント グラフト

マスター 

その他の人工血管

（ステンレススチール

製及びePTFE製人工

血管） 

対照血管径2.75～5.0mmの冠動脈又は伏在静脈グ

ラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血困難な血液漏

出のある患者に対する救命の為の緊急措置に使用

する。 

ジョーメド社（現在ア

ボット・バスキュラ

ー・デバイス・ジャパ

ン社） 

4 

メドトロニック InSync 

8040 ・アテリンリード

（両心室ペースメーカ） 

植え込み型心臓ペー

スメーカ、導線 

薬剤治療で効果のない重症心不全患者に際し、右

左両心室の心筋を同時に刺激することで、血行動

態を改善する両心室同期ペーシング装置 

日本メドトロニック社

5 
Cypher（薬剤溶出ステ

ント） 
ステント 

ステント表面に抗がん剤；シロリムスを塗布すること

で、再狭窄を防ぐステント 

コーディス社（ジョン

ソン＆ジョンソン） 

6 

全身用ポジトロンＣＴ装

置Ｄ ｉ ｓ ｃ ｏ ｖ ｅ ｒ ｙ  Ｌ Ｓ

（PET/CT） 

その他の診断用核医

学装置及び関連装置
ＰＥＴとＣＴを組み合わせた複合型診断装置 

ジーイー横河メディ

カルシステム 

7 
ギブン画像診断システ

ム（カプセル型内視鏡） 

その他の医用内視鏡

（カプセル型電子内視

鏡システム） 

小腸疾患の診断を行うために、小腸粘膜の撮像を

行い画像を提供する 
ギブン・イメージング
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No. デバイス名 一般的名称 機器概要 企業 

8 ジェイス（再生皮膚） 

その他の外科・整形

外科用手術材料（自

家培養表皮） 

重症熱傷患者の正常部位の皮膚を採取・培養し、

培養皮膚シートを作製、治療に用いる。国内初の再

生医療製品。 

ジャパン・ティッシュ・

エンジニアリング 

9 

メニコンライフリー（30

日間連続装用コンタク

トレンズ） 

ハードコンタクトレン

ズ 

近視、遠視及び無水晶体眼の視力補正を行う酸素

透過性ハードコンタクトレンズで、終日装用及び 30

日間までの連続装用が可能となるもの。 

メニコン 

10 

頸動脈用プリサイス及

びアンジオガードＸＰ

（血栓フィルター付ステ

ントシステム） 

血管用ステント、中心

循環系塞栓除去用カ

テーテル 

頸動脈用のニチノール製自己拡張型ステントシステ

ム及びステント留置術中などに飛散した血栓等の

塞栓物質を補足・除去するフィルター付のデバイス 

コーディス社（ジョン

ソン＆ジョンソン） 
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表4.1-2 アンギオシールの市販前許認可プロセス 

デバイス名： アンギオシール（吸収性局所止血材：大腿動脈穿刺部位）
企業： 日本シャーウッド／開発Kensey Nash／販売St. Jude Medical
概要： カテーテル検査／治療後の穿刺部位に対し、コラーゲンとポリマーで穿刺部血管壁を経皮的に挟み込むことで止血する器具

年月日 事　項 備　考
1993年10月28日 米国・FDAへPMA申請 ・製品はANGIO-SEAL Hemostatic Punture Closure Device
1996年9月30日 米国・FDAが承認 ・期間は35ヶ月

1995年12月～
1997年3月

日本の4医療機関において、重症心不全大腿動脈穿刺による血管
造影術または冠動脈形成術を施行した240患者（Angioseal群120
例、用手圧迫群120例）に多施設無作為非盲検比較試験

・止血時間は用手圧迫群に対し有意に短かった。さらに絶対安静解除ま
での時間及び歩行開始までの時間についても、用手圧迫群に比べて短
かった。止血成功率は、用手圧迫群100％、Angioseal群98％

1997年10月22日 日本・厚生労働省へ輸入承認申請
2003年5月26日 日本・医薬品医療機器審査センターが厚生労働省へ審査報告
2003年8月8日 日本・厚生労働省が承認 ・期間は約70ヶ月
（参考資料）

1 Premarket Approval (PMA) Database, http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/PMA.cfm?ID=13510
2 審査報告書、平成15年5月26日国立医薬品食品衛生研究所長、http://www.jaame.or.jp/kanren/sin_iryo/H15/40526ang.html  
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表4.1-3 ノバコア 左室補助人工心臓システムの市販前許認可プロセス 

デバイス名： ノバコア　左室補助人工心臓システム（補助循環装置）
企業： バクスター社／ワールドハート社
概要： 電気駆動式の左室補助人工心臓システムで、左心室と同期して作動し、左心室本来の機能の大半を引き継いで循環をサポートするシステム。

年月日 事　項 備　考
1994年 CEマーク取得・販売開始
1995年～1999年 日本の医療機関において、重症心不全6患者（NYHAIV程度）にオー

プン試験
・PCモデル3例、PCQモデル3例
・他に治験外使用として7例（2001年4月まで）

1996年3月～1998
年6月

米国の22医療機関において、心臓移植不適応の末期心不全191患
者（VAD群156例、コントロール群35例）に多施設非無作為対照試

・FDAの申請用

1998年4月24日 米国・FDAへPMA申請 ・製品はPモデル
1998年9月29日 米国・FDAが承認 ・製品はPモデル

・約5ヶ月
1999年8月25日 日本・厚生労働省により希少疾病用医療用具指定 ・対象患者数が本邦において５万人未満で、厚生労働大臣に予め指定さ

れた機器。独立行政法人医薬品医療機器総合機構からの助成金の交
付、試験研究・開発に当たっての指導、助言を得ることができる。研究開
発費の一定額の税額控除を受けることができる。開発が終了し申請に
なった場合に他の品目に優先して審査を受け、承認を早期に取得するこ
とができる。希少疾病用の医療機器になった場合には、７年までの再審
査期間の延長が認められ、その間同種開発品については、後発医療機
器としてのデータの簡素化等が行われないので、先発品としての期間が

1999年11月19日 日本・厚生労働省へ輸入承認申請（希少疾病用医療用具） ・製品はPCモデル
2001年5月11日 日本・医薬品医療機器審査センターが厚生労働省へ審査報告
2001年8月31日 日本・厚生労働省が承認 ・約21ヶ月
2002年6月11日 米国・FDAへPMA申請：変更 ・製品はPCモデル
2003年1月10日 米国・FDAが承認 ・製品はPCモデル

・約7ヶ月
2003年1月27日 米国・FDAへPMA申請：変更 ・製品はPCQモデル
2004年1月2日 米国・FDAが承認 ・製品はPCQモデル

・約11ヶ月
（参考資料）

1 審査報告書、平成13年5月11日医薬品医療機器審査センター
2 Premarket Approval (PMA) Database, CDRH, FDA
3 HP  
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表4.1-4 ジョーステント グラフトマスターの市販前許認可プロセス 

デバイス名： ジョーステント　グラフトマスター（その他の人工血管（ステンレススチール製及びePTFE製人工血管））
企業： ジョーメド社（現在はアボット・バスキュラー・デバイス・ジャパン社）

概要：

年月日 事　項 備　考
CEマーク以前の情報を調査・挿入

1998年12月 CEマーク取得・販売開始 ・単体タイプ
1998 年 11 月 ～
1999年12月

欧州を中心にレトロスペクティブなアンケート調査（結果：27施設、41
症例）

米国FDAの審査に使用された。

1999年10月26日 米国・FDAがHUD指定 ・単体タイプ
・HUD（Humanitatian Use Device）とは対象患者数が4000人/年以下の重
篤な疾患に使用される医療機器で、他に代わる機器がなく、ベネフィット
がリスクを上回ると判断される医療上の必要性が十分に認められた医療
機器。HUDと認められると申請データがかなり免除され（安全性データが
中心であり、検証された有効性データがなくても可）、HUDである旨ラベル
へ記載、使用にあたてはIRB承認が必要などの条件が付いてHDE
（Humanitatian Device Exemption）の承認が与えられる。

1999年11月 CEマーク取得・販売開始 ・プレマウントイプ（予めPTCAバルーンカテーテルのバルーンに装着した
デリバリー付き製品）

1999年4月～2001
年1月

ドイツとオーストリアの12医療機関において、伏在静脈グラフト
（SVG）施行例の211患者に多施設無作為化試験（STING試験）

1999年9月～2002
年1月

イギリス、イタリア、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーラ
ンド、カナダの20医療機関において、伏在静脈グラフト（SVG）施行
例の301患者に多施設無作為化試験（RECOVERS試験）

・SVG病変において，再狭窄率および6か月後の臨床転帰の点でPTFEス
テントとSSステントでは差がなかった。しかしPTFEステント群で非致死的
MIが高率に発生

2000年2月7日 米国・FDAへHDE申請 ・単体タイプ
2001年1月10日 米国・FDAがHDE承認 ・約12ヶ月（HUD指定からは約15ヶ月）

・プレマウントタイプはHDE承認申請中
2001年5月 日本・厚生労働省へ輸入承認申請（優先審査制度を活用） ・優先審査制度を利用し、承認手続き期間の短縮実現している（本申請

時は旧制度／平成5年10月1日薬新薬92号通知であったため、適用疾病
が重篤であること、既存の治療方法と比較して、有効性又は安全性が医
療上明らかに優れているとの2点が要件であった。多くの新医療機器は
該当するものと考えられるが、あまり活用されていないようである。）。

2001年7月～2002
年2月

米国の医療機関において、伏在静脈グラフト（SVG）施行例の243患
者に多施設無作為化試験（BARRICADE試験）

・STING試験及びRECOVERS試験の結果から、BMSと比較してステントグ
ラフトの便益が小さいため、初期の段階で中止。
・IDEに基づき実施

2002年1月 米国・FDAへHDE承認後の治療成績に関する年次報告 ・穿孔治療対象患者177名のうち、治療できなかった患者16名、治療結果
不明6名、155名（88％）で穿孔の治療が成功（2001年1月～2002年1月ま

2003年2月10日 日本・医薬品医療機器審査センターが厚生労働省へ審査報告 ・冠動脈穿孔の発現頻度が極めて低く緊急の救命措置のための医療機
器であることから臨床試験は困難であると判断し、米国での使用成績及
び国内外の文献情報から有用性を評価した。

2003年6月10日 日本・厚生労働省が承認 ・約23ヶ月
・プレマウントタイプ

（参考資料）
1 審査報告書、平成15年2月10日医薬品医療機器審査センター
2 Listing of CDRH Humanitarian Device Exemption Summaries of Safety and Possible Benefit, H000001 - JOMED JOSTENT®Coronary Stent G
3 Schächinger V, Hamm CW, Münzel T, et al. A randomized trial of polytetrafluoroethylene-membrane covered stents compared with convention
4 Stankovic G, Colombo A, Presbitero P, et al. Randomized evaluation of polytetrafluoroethylene-covered stent in saphenous vein grafts: the R
5 Stone GW, Goldberg S, Mehran R, et al. A prospective, randomized U.S. trial of the PTFE covered JOSTENT for the treatment of diseased sa
6 ESPICOM Online

対照血管径2.75～5.0mmの冠動脈又は伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血困難な血液漏出のある患者に対する救命の為の緊
急措置に使用する。
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表4.1-5 メドトロニック InSync 8040・アテリンリード（両心室ペースメーカ）の市販前許認可プロセス 

デバイス名： メドトロニック InSync 8040・アテリンリード（植え込み型心臓ペースメーカ、植え込み型心臓ペースメーカの導線）
企業： メドトロニック社
概要： 薬剤治療で効果のない重症心不全患者に際し、右左両心室の心筋を同時に刺激することで、血行動態を改善する両心室同期ペーシング装置

年月日 事　項 備　考
1995年 初期コンセプトの研究報告 ・心房同期・両心室同期ペーシングにより心不全症状や血行動態が改善

される可能性が提唱され、心室内伝導障害による収縮能低下心不全患
者に対する新しい電気生理学的治療法の研究が盛んになる。

1998年3月～1999
年2月

コントロール下の初回試験として、欧州の15医療機関において、慢
性左室収縮不全の重症心不全患者（NYHAIII程度）67名に多施設無
作為単一盲検クロスオーバー試験（MUSTIC試験）

・両心室ペーシングは技術的には複雑であるが、心室内伝導遅延のある
慢性心不全患者の運動耐用能、QOLを有意に改善する。

1998年8月 CEマーク取得・販売開始
1998 年 11 月 ～
2000年12月

米国、カナダの45医療機関において、心室内伝導遅延を有する中
等症から重症心不全患者453患者（CRT作動群228例、Control（非
作動）群225例）に多施設無作為二重盲検試験（MIRACLE試験）

・心臓再同期療法は，心室内伝導遅延を有する中等症～重症心不全患
者において著明な臨床的改善をもたらす。

2001年1月～2004
年9月

欧州の82医療機関において、中等症～重症心不全患者（NYHAIII～
IV程度）813名に多施設PROBE（Prospective, Randomized, Open,
Blinded-Endpoint）試験（CARE-HF試験）

・心室同期不全と左室収縮機能不全による心不全患者において，標準的
薬物療法＋CRTは症状およびQOLを改善し，合併症および死亡のリスク
を抑制した。

2001年3月2日 米国・FDAへPMA申請
2001年6月29日 日本・厚生労働省へ輸入承認申請（優先審査制度を活用） ・優先審査制度を利用し、承認手続き期間の短縮実現している（本申請

時は旧制度／平成5年10月1日薬新薬92号通知であったため、適用疾病
が重篤であること、既存の治療方法と比較して、有効性又は安全性が医
療上明らかに優れているとの2点が要件であった。多くの新医療機器は
該当するものと考えられるが、あまり活用されていないようである。）。

2001年8月28日 米国・FDAが承認 ・約5ヶ月
2003年2月10日 日本・医薬品医療機器審査センターが厚生労働省へ審査報告 ・米国及びカナダの臨床試験（MIRACLE試験）成績を国内に外挿した。
2003年5月23日 日本・厚生労働省が承認 ・約23ヶ月
（参考資料）

1 審査報告書、平成15年2月10日医薬品医療機器審査センター
2 Medtronic® InSync® Biventricular Pacing System including the InSync ®Model 8040 Pulse Generator, Attain™ LV Model 2187 and Attain ™CS
3 Abraham WT et al for the MIRACLE study group. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. N Engl J Med. 2002; 346: 1845-53.
4 循環器トライアルデータベースMIRACLE：http://www.ebm-library.jp/circ/doc/html/c2001322.html
5 SEC File Type 10-K 1999
6 Cazeau S, Ritter P, Lazarus A, et al.: Multisite pacing for end-stage heart failure: early experience. Pacing Clin Electrophysiol 1996; 19(11 Pt 
7 Cazeau S et al for the multisite stimulation in cardiomyopathies (MUSTIC) study investigators. Effects of multisite biventricular pacing in patie
8 ESPICOM Online
9 循環器トライアルデータベースMUSTIC：http://www.ebm-library.jp/circ/doc/html/c2001047.html

10 Cleland JGF et al for the cardiac resynchronization-heart failure (CARE-HF) study investigators: The effect of cardiac resynchronization on 
11 循環器トライアルデータベースCARE-HF：http://www.ebm-library.jp/circ/doc/html/c2002355.html
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表4.1-6 Cypher（薬剤溶出ステント）の市販前許認可プロセス 

デバイス名： Cypher（薬剤溶出ステント）
企業： コーディス社（ジョンソン＆ジョンソン）
概要： ステント表面に抗がん剤；シロリムスを塗布することで、再狭窄を防ぐステント

年月日 事　項 備　考
1980年代後半 スタンフォード大学のモリス教授が霊長類12頭（シロリムス群6頭、プラセボ群6

頭）に試験を行い、シロリムスに免疫抑制のみならず、血管作用に有意差があ
ることを発見。

・論文不明
・薬剤溶出ステントの初期コンセプトと考えられるが、その後の研究開発状況は不明で、約
10年程度で初回ヒト対象試験へ到達。

1999年12月～2000年
2月

パイロット試験として、サンパウロ（ブラジル）とロッテルダム（オランダ）におい
て、新規冠動脈病変を有する患者45名に臨床試験（FIM試験、First In-man
Traial、初回ヒト対象試験）

・FIM試験は医薬品でいうフェーズⅠ程度に相当するものと考えられ、医療機器で求められ
ているものではないが、フィジビリティスタディとして実施。

2000年8月～2001年8
月

ラテンアメリカ及び欧州の19医療機関において、新規冠動脈病変を有する238
患者（Sirolimus群120例、Control群118例）に多施設無作為二重盲検試験
（RAVEL試験）

・FIM試験の良好な結果を受けてRAVEL試験を開始。

米国IDEの承認（2001年11月：IDE承認を受けているとの記述。明確な時期は不
明。）

・FDAから治験医療機器の適用免除（Investigational Device Exemption, IDE）を希望する場
合は、治験医療機器の臨床評価を開始する前（被験者の登録前）に承認を受けなければな

2001年2月～2001年8
月

米国での申請を目的にとして、米国の53医療機関において、新規冠動脈病変
を有する1058患者（Sirolimus群533例、Control群525例）に多施設無作為二重
盲検試験（SIRIUS試験）

・RAVELよりも被験者数が多いにもかかわらず短期間で終了。

2001年6月 Cypherというブランド名発表
この時点で既に欧州での認可申請中と発表

・欧州へのCEマーク申請は、RAVEL試験の結果を使用していると考えられる。

2001年8月～2002年2
月

欧州の35医療機関において、新規冠動脈病変を有する352患者（Sirolimus群
175例、Control群177例）に多施設無作為二重盲検試験（E-SIRIUS試験）

2001年9月～2001年
11月

米国の2医療機関で、19症例を対象に薬物動態試験（シロリムスPK試験）

2001年11月～2002年
4月

カナダの8医療機関において、新規冠動脈病変を有する100患者（Sirolimus群
50例、Control群50例）に多施設無作為二重盲検試験（C-SIRIUS試験）

2002年4月 欧州・BSI（British Standards Institution）よりCEマーク取得・販売開始

2002年6月28日 米国・FDAへPMA申請
2002年8月30日 日本・厚生労働省へ輸入承認申請（優先審査制度を活用） ・優先審査制度を利用し、承認手続き期間の短縮実現している（本申請時は旧制度／平成

5年10月1日薬新薬92号通知であったため、適用疾病が重篤であること、既存の治療方法と
比較して、有効性又は安全性が医療上明らかに優れているとの2点が要件であった。多くの
新医療機器は該当するものと考えられるが、あまり活用されていないようである。）。
・欧州での許可後であるが、米国FDAの承認前に申請している。

2002年10月22日 米国・FDAのパネル審査は、表示、患者への情報提供の徹底の他に、薬物動
態試験と薬物相互作用情報の追加提出を請求

2002年12月24日 米国・FDA内にOffice of Combination Productsを設置
2003年3月31日 米国以外の46ヶ国で販売
2003年4月24日 米国・FDAが承認 ・約10ヶ月
2004年2月18日 日本・医薬品医療機器審査センターが厚生労働省へ審査報告 ・物理的化学的試験はコーティング部分とステント及びデリバリーシステムの部分とに分け

て評価された。
・日本人における薬物動態を検討する目的で、国内2医療機関で国内薬物動態試験を実施
している（時期不明）。
・日本での臨床試験は行われていない（SIRIUS試験のデータを参照）。

2004年3月25日 日本・厚生労働省が承認 ・約19ヶ月
（参考資料）

1 審査報告書、衛研発第2372号・平成16年2月18日、http://www.jaame.or.jp/kanren/sin_iryo/H15/40218cyp.html
2 New Device Approval, CYPHER™ Sirolimus-eluting Coronary Stent - P020026,  http://www.fda.gov/cdrh/mda/docs/p020026.html
3 新規冠動脈病変におけるSirolimus溶出ステントの米国多施設無作為二重盲検試験統括、TCI 2002 HIGHRIGHT, http://www.nv-med.com/tct/02/index.html
4 石綿 清雄: 新時代の冠動脈インターベンション―Drug Eluting Stent . 生体医工学. 43 No. 1: 36-42, 2005. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmbe/43/1/43_36/_article/-ch
5 Sousa JE et al. Sustained suppression of neointimal proliferation by sirolimus-eluting stents. One-year angiographic and intravascular ultrasound follow-up. Circulation. 200
6 Morice MC et al for the RAVEL study group: A randomized comparison of a sirolimus-eluting stent with a standard stent for coronary revascularization. N Engl J Med. 2002
7 ESPICOM Online
8 J. Eduardo Sousa, Marco A. Costa, Alexandre Abizaid, Andrea S. Abizaid, Fausto Feres, Ibraim M. F. Pinto, Ana C. Seixas, Rodolfo Staico, Luiz A. Mattos, Amanda G. M. R. S
9 J. Eduardo Sousa, Marco A. Costa, Alexandre C. Abizaid, Benno J. Rensing, Andrea S. Abizaid, Luiz F. Tanajura, Ken Kozuma, Glenn Van Langenhove, Amanda G.M.R. Sousa

10 Erick Schampaert, MD*,*, Eric A. Cohen, MD, Michael Schlüter, PhD, François Reeves, MD, Mouhieddin Traboulsi, MD||, Lawrence M. Title, MD¶, Richard E. Kuntz, MD, MSc
11 Sousa JE et al. Sustained suppression of neointimal proliferation by sirolimus-eluting stents. One-year angiographic and intravascular ultrasound follow-up. Circulation. 200 
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表4.1-7 全身用ポジトロンＣＴ装置Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ＬＳ（PET/CT）の市販前許認可プロセス 

デバイス名： ＰＥＴ/ＣＴ
企業： ＧＥ
概要： ＰＥＴとＣＴを組み合わせた複合型診断装置

年月日 事　項 備　考
2001年3月5日 米国・FDAへ申請 ・製品はGE CT-PET System
2001年3月30日 米国・FDAが510（ｋ）で承認 ・THIRD PARTY REVIEW

・期間は25日
2001年11月 欧州にてCEマーク取得
2003年7月8日 日本・厚生労働省へ輸入承認申請 ・製品は、全身用ポジトロンＣＴ装置　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ＬＳ
2003年12月19日 日本・厚生労働省が承認 ・期間は約17ヶ月
（参考資料）

1 DEVICE: GE CT-PET SYSTEM GE MEDICAL SYSTEMS, INC. - K010641, http://www.fda.gov/cdrh/pdf/k010641.pdf
2 田村誠：医療機器・医療材料の保険償還価格をめぐる最近の議論について、第23回医療機器を考える懇談会、東京、2007年3月12日
3 JAAME Search：医療機器センター  
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表4.1-8 ギブン画像診断システム（カプセル型内視鏡）の市販前許認可プロセス 

デバイス名： ギブン画像診断システム（カプセル型電子内視鏡）
企業： ギブン・イメージング
概要： 小腸疾患の診断を行うために、小腸粘膜の撮像を行い画像を提供する

年月日 事　項 備　考
1998年 ギブン・イメージング社設立
2000年5月 動物実験の結果をNatureに報告
2000年10月 米国での申請を目的にとして、米国の医療機関において、小腸疾患

の疑いのある15～20患者に臨床試験
・米国の臨床試験結果をFDAに提出中
・同様の臨床試験を英国及びイスラエルで実施

2001年2月1日 米国・FDAへ申請（GIVEN DIAGNOSTIC IMAGING SYSTEM） ・製品はM2A
・2001年6月11日にM2AのクラスⅡへ分類指定が完了。

2001年5月 欧州にてCEマーク取得・販売開始 ・CEマーク取得後にベルギー、スペイン、フランス、ドイツで臨床試験
・同時期にオーストラリアでTGA承認

2001年8月1日 米国・FDAが510（ｋ）で承認 ・期間は約6ヶ月
・小腸異常の検出における補助ツールとして小腸粘膜の開始かを意図し
た装置として。
・カプセル型内視鏡としては、規制クラスはクラスⅡとされるが、過去に同
等の製品が無いため、クラスⅢへ自動分類された。2001年8月1日にクラ
スⅡへ再分類される。その他、2001年11月28日にはカプセル型内視鏡に
関する特別規制ガイダンスが発出された。

2002年5月 M2Aをサポートする新しいソフトウエアが米国・FDAで510（k）承認 ・小腸奇形の可視化能力が高まる
2003年7月1日 米国・FDAが510（ｋ）で承認 ・小腸の単独診断用として認められる

・製品はPillCam
2003年 日本の2医療機関において、クローン病患者を中心とする小腸粘膜

病変を有する65患者（CD患者56例、その他の患者9例）に臨床試験
・獨協医科大学及び社会保険中央総合病院

2004年4月15日 日本・厚生労働省へ輸入承認申請

2006年10月

欧州にて大腸用としてのCEマーク取得 ・大腸可視化の診断テスト技術として認められる
・製品はPillCam COLON
・ベルギーの医療機関において、41患者に単施設試験を実施（CEマーク
の申請用、初回臨床試験）
・欧州と米国にて実施中の多施設臨床試験が完了後に徐々に欧州で販

2007年2月19日 日本・医薬品医療機器総合機構が厚生労働省へ審査報告 ・クラスⅡ
2007年4月23日 日本・厚生労働省が承認 ・期間は約3年

・製品はPillCam
2007年6月11日 米国・FDAにて510（ｋ）で承認 ・製品はPillCam ESO2（次世代カプセル内視鏡）

・対象は、バレット食道（前癌状態）及び食道静脈瘤（肝硬変の合併症）

（参考資料）
1 審査報告書平成19年2月19日、http://www.jaame.or.jp/kanren/sin_iryo/H19/70427giv.html
2 New Device Approval, Given® Diagnostic Imaging System - K010312, http://www.fda.gov/cdrh/mda/docs/k010312.html
3 510(k) Premarket Notification Database, http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm?ID=3551
4 HP
5 Iddan G, Meron G, Glukhovsky A, Swain P., Wireless capsule endoscopy., Nature 405, 417 (25 May 2000)
6 ESPICOM Online
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表4.1-9 ジェイス（再生皮膚）の市販前許認可プロセス 

デバイス名： ジェイス（自家培養皮膚）
企業： ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
概要： 重症熱傷患者の正常部位の皮膚を採取・培養し、培養皮膚シートを作製、治療に用いる。国内初の再生医療製品。

年月日 事　項 備　考
名古屋大学医学部口腔外科学講座 上田実教授から技術移転

1999年2月 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング社設立 （株）ニデックが母体となり、（株）ＩＮＡＸ、富山化学工業（株）ならびに三菱
ＵＦＪキャピタル（株）と共同出資し、ティッシュ・エンジニアリングを技術
ベースに再生医療を事業領域とする企業として設立

2000年12月 日本・厚生労働省へ確認申請
2002年3月 日本・厚生労働省が確認申請の適合確認 ・約15ヶ月
2004年4月～2004
年8月

日本の2医療機関において、重症熱傷を有する2患者に多施設非盲
検非対照試験

・東京女子医科大学及び社会保険中京病院

2004年10月 日本・厚生労働省へ承認申請
2007年8月 日本・医薬品医療機器総合機構が厚生労働省へ審査報告
2007年10月29日 日本・厚生労働省が承認 ・約37ヶ月
（参考資料）

1 HP
2 審査報告書、平成19年8月6日医薬品医療機器総合機構  



- 306 - 

表4.1-10 メニコンライフリー（30 日間連続装用コンタクトレンズ）の市販前許認可プロセス 

デバイス名： メニコンライフリー（30日間連続装用コンタクトレンズ）
企業： メニコン
概要： 近視、遠視及び無水晶体眼の視力補正を行う酸素透過性ハードコンタクトレンズで、終日装用及び30日間までの連続装用が可能となるもの。

年月日 事　項 備　考
1995年8月～1997
年2月

米国の8医療機関において、261名に多施設群間比較試験

1999年3月18日 米国・FDAへPMA申請 ・製品はMenicon Z
2000年7月11日 米国・FDAが承認 ・期間は16ヶ月
2001年4月～2003
年3月

日本の5医療機関において、近視、遠視及び無水晶体眼の123患者
（試験群63例、対照群60例）に多施設群間比較試験

2003年10月31日 日本・厚生労働省へ製造承認申請
2006年8月8日 日本・医薬品医療機器総合機構が厚生労働省へ審査報告
2006年10月25日 日本・厚生労働省が承認 ・期間は約36ヶ月
（参考資料）

1 Premarket Approval (PMA) Database, http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/PMA.cfm?ID=10513
2 審査報告書、平成18年8月8日医薬品医療機器総合機構  
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表4.1-11 頸動脈用プリサイス及びアンジオガードＸＰ（血栓フィルター付ステントシステム）の市販前許認可プロセス 

デバイス名： 頸動脈用プリサイス及びアンジオガードＸＰ（血栓フィルター付ステントシステム）
企業： コーディス社（ジョンソン＆ジョンソン）
概要： 頸動脈用のニチノール製自己拡張型ステントシステム及びステント留置術中などに飛散した血栓等の塞栓物質を補足・除去するフィルター付の

年月日 事　項 備　考
1998年9月～2001
年7月

米国の33医療機関において、頸動脈に狭窄を有する262患者
（Angioguard併用群85例、Angioguard未使用群177例）に多施設
オープン試験

・米国のFeasibility Study
・Angioguardは、アンジオガードＸＰの前世代製品
・Angioguard併用群によるMajor Adverse Eventの発現率の低下傾向が
認められた。

1998年9月～2002
年5月

欧州の9医療機関において、121患者（Angioguard併用群31例、
Angioguard未使用群90例）に多施設オープン試験（CASCADE試験）

・欧州のパイロットスタディ
・Angioguardは、アンジオガードＸＰの前世代製品
・Angioguard併用群による手技関連死亡または同側性脳卒中の低下傾
向が認められた。

2000年8月～2002
年7月

米国の29医療機関において、頸動脈に狭窄を有する無作為化の
334患者（Angioguard併用群167例、血管内膜除去術群167例）及び
頸動脈に狭窄を有する非無作為化の413患者（Angioguard併用群
406例、血管内膜除去術群7例）に多施設比較試験（SAPPHIRE試

・FDAの申請目的
・重度の頸動脈狭窄と合併症を有する血管内膜除去術のハイリスク患者
における頸動脈ステントと塞栓保護デバイスの併用は，脳卒中，死亡，MI
の予防において血管内膜除去術に劣らない。

2001年12月 CEマーク取得・販売開始 ・アンジオガードＸＰ
・頸動脈用プリサイスは2002年

2003年10月8日 米国・FDAへPMA申請 ・製品はPRECISE（頸動脈用プリサイス及びアンジオガードＸＰ）
2006年6月28日 日本・厚生労働省へ輸入承認申請（優先審査制度を活用） ・優先審査制度を利用し、承認手続き期間の短縮実現している。

・頸動脈用プリサイスとアンジオガードＸＰを同時申請
・国内での臨床試験は行われていない。

2006年9月22日 米国・FDAが承認 ・製品はPRECISE（頸動脈用プリサイス及びアンジオガードＸＰ）
・約36ヶ月

2007年8月3日 日本・医薬品医療機器総合機構が厚生労働省へ審査報告
2007年9月28日 日本・厚生労働省が承認 ・約15ヶ月
（参考資料）

1 審査報告書、平成19年8月3日医薬品医療機器総合機構（アンジオガードXP／頸動脈用プリサイス）
2 New Device Approval, Cordis PRECISE™ OTW Nitinol Stent System - P030047
3 循環器トライアルデータベースSAPPHIRE：http://www.ebm-library.jp/circ/doc/html/c2002308.html  
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4.1.2. まとめと次年度計画 
 

日米欧の承認審査期間・規制制度、臨床試験状況などに関する調査を行い、機器毎の市販前許

認可プロセスを概観できる資料 10 機種分を作成した。開発途中に本ＤＢから類似機器の情報を予

め参照することで、開発スケジュールの見通しや規制見通しを検討することが出来、製品開発リ

スクの低減を実現できるものと考えられる。 

来年度以降も同様の情報を蓄積することで、幅広い機器開発リスクの低減に役立つものと考え

られた。 
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医療機器の 

安全対策 

4.2. 市販後安全情報調査 

 

4.2.1. 調査概要 
 

市販後安全情報調査の目的は、研究開発当初より実臨床現場でのリスクを考慮した機器開発を

可能とするため、実臨床現場でのリスクに関する情報、安全情報使用対策検討会等の状況並びに

過去の厚生労働科学研究等の調査を行った。 

なお、市販後安全情報の情報収集にあたっては、低侵襲医療機器実現化データベース開発委員

会委員より推薦頂いた臨床工学、医用工学の専門家及び産業界関係者で構成されるリスク情報調

査ＷＧを組織し、情報収集作業を行った。 

 

 

4.2.1.1. 医療機器の安全対策の概要 

（1）医療機器の安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

  

1）企業報告制度の規制条文 

薬事法の規制条文は次による。 

   ・副作用報告（不具合報告）…薬事法第 77 条の 4の 2 

   ・回収（改修）報告    …薬事法第 77 条の 4の 3 

2）医療機関等からの報告制度 

平成 17 年 7 月 6 日付薬食発第 0706002 号「医療機関等からの医薬品又は医療機器についての副

作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について」による。 

 

（2）総合機構における安全性情報の収集・整理業務 

上記の情報は総合機構が一元的に収集し、分析・評価を行い、専門家との協議を経て安全対策

の企画・立案を行いとともに広く情報公開を行っている。 

安全対策業務の流れを図１に示す。 

市販前 承認・認証申請に対する審査 

市販後 不具合報告制度 企業報告制度 

医療機関等からの報告制度 

再審査制度

再評価制度
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（3）医療機器安全対策部会等 

総合機構において収集し、分析・評価された結果は、次の医療機器安全対策部会等に提供され

る。 

   ・厚生労働省…医薬品医療機器等対策部会 

   ・  〃  …医療機器安全対策部会 

   ・総合機構…医薬品・医療機器安全使用対策検討会 

 

（4）公開情報 

検討結果は、次のホームページに公開されている。 

   １）総合機構 

     ・不具合が疑われる症例報告に関する情報について 

     ・医薬品等の回収に関する情報 

   ２）日本医療機能評価機構 

     ・医療事故情報収集等事業要綱 

 

 

図4.2-1 安全対策業務の流れ 
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4.2.1.2. 医療機器の製造販売承認申請における基本要件基準への適合 

 

平成 17 年４月の改正薬事法施行に伴い、製造販売承認申請時に申請した医療機器の全体像につ

いて、申請書に添付しした資料を基に申請者がまとめるもので、開発過程における申請者の考え

方や判断根拠などの開発の流れ、品質、有効性、安全性に関する要点を添付資料概要と作成する

ことが求められる。 

添付資料概要は、医療機器規制国際整合化会議（Global Harmonization Task Force：GHTF）に

おいて作成された STED（Summary Technical Documentation）に従って作成することが求められ

ている。平成 17 年 3 月 29 日付厚生労働省告示第 122 号「薬事法第 43 条第 3項の規定により厚生

労働大臣が定める医療機器の基準」（基本要件基準）として交付されている。 

 

 

4.2.1.3. 医療機器のリスクマネジメント 

 

平成 17 年４月の改正薬事法施行に伴い、製造管理及び品質管理の基準（厚生労働省令第 169 号

「品質管理監督システム」、以下 QMS 省令という。）の要求事項に従い、次の要件を満たすリスク

マネジメント報告書が求められることになった。 

・ リスクマネジメントのプロセスが適切に実施されていること。 

・ 全体的な残留リスクが受容できること。 

・ 製造情報及び製造後情報を得るための適切な方法があること。 

リスクマネジメントの規格としては、JIS T 14971:2003（ISO 14971:2000）「医療機器－リスク

マネジメントの医療機器への適用」がある。 
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（1）リスクマネジメントプロセスの図 

JIS T 14971:2003 に示されているリスクマネジメントプロセスを図 4.2-2 に示す。 

このプロセスにおいては、ハザードの網羅的特定と、潜在しているハザードが危険状態

（hazardous situation）に至る状況の認識が重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-2 リスクマネジメントプロセスの図（JIS T 14971 図１より引用） 

 

 

（2）JIS T 14971:2003に用いられる主な用語の定義 

・ 危害（harm） 人の受ける身体的傷害若しくは健康障害、又は財産若しくは環境の受け

る害 

・ ハザード（hazard） 危害の潜在的な源。 

・ 危険状態（hazardous situation） 人、財産又は環境が、一つ又は複数のハザードにさ

らされる状況。 

・ リスク（risk） 危害の発生確率とその危害の重大さとの組合せ。 

・ 残留リスク（residual risk） 防護手段を講じた後にも残るリスク。 

 

 

リスク分析 

・意図する使用／意図する目的の特定 

・ハザードの特定 

・リスクの推定 

リスク分析の評価 

・リスクが受容できるかの決定 

リスクコントロール 

・リスクコントロール手段の決定 

・実行 

・残留リスクの評価 

・全体的なリスクの受容 

 

・製造後の経験 

・リスクマネジメントの経験の審査 

リスクアセスメント 

リスクマネジメント
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4.2.1.4. 過去の厚生科学研究班による類似研究調査 

 

平成 16 年度から平成 18 年度の３年間にわたり厚生労働科学研究費補助金 医薬品・医療機器

等レギュラトリーサイエンス総合研究事業「医療機器分野におけるリスクマネジメント手法に関

する研究」（主任研究者：櫻井靖久東京女子医科大学名誉教授）が行われた。 

 

（1）研究の成果 

本研究では、企業がリスクマネジメントを適切に行うための指針として、及び実施後に確認す

るためのチェックリストとして活用されることを期待して、次の 16 の医療機器について、縦軸に

基本要件基準の要求事項 16 条を横軸に適用規格、ハザード、危険状態、不具合・有害事象(厚労

省報告ベース）及びユーザビリティ・HFE・ユースエラーを列挙している。 

 

1）対象医療機器 

① 全人工股関節、② インスリンペン注入器、③ 中空糸型血液透析器、④ 中心循環系人工血

管、⑤ 冠動脈ステント、⑥ 経皮的冠動脈形成術用カテーテル、⑦ 中心静脈用カテーテル、⑧ 輸

液セット、⑨ 輸液ポンプ、⑩ 植え込み型心臓ペースメーカ、⑪ 全自動除細動器、⑫ 人工呼吸

器、⑬ ベッドサイドモニタ、⑭ 全身用Ｘ線 CT 診断装置、⑮ 磁気共鳴画像診断装置、⑯ 超音波

画像診断装置 

 

2）指針の事例 

冠動脈ステントの事例について、その一部を示す。 

基本要件 適用規格 ハザード 危険状態 不具合・有害事象 
ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ･

HFE･ﾕｰｽｴﾗｰ 

第７条 医療機器は、前章の要

件を満たすほか、 使用材料

の選定について、必要に応

じ、次の各号に掲げる事項

について注意が払われた

上で、設計及び製造されて

いなければならない。 

一 毒性及び可燃性   

二 使用材料と生体組織、細

胞、体液及び検体との間の

適合性 

三 硬度、摩耗及び疲労度等 

FDA ガイダンス「インターベンショナルカー

ディオロジーデバイスの開発及び販売申

請」- 1994年5月 

「冠動脈ステントの承認申請に係る取扱いに

ついて」（平成15年9月4日  薬食審査発第

0904001号通知） 

ISO 10993 「医療機器の生体適合性評価」 

ASTM G61「鉄、ニッケル、コバルトベース合

金の局所腐食傾向の繰り返し分極測定の試

験方法」 

ASTM G71-98 ｢電解液中でのガルバニ腐食

試験の実施および評価の標準ガイドライン｣

生物学的不適合 

化学的ﾊｻ゙ ﾄー゙（金属腐

食） 

'- 生体内分解性 

- 生体適合性 

- 電気的／機械的な

完全性の予想外の喪

失 

- 老朽化、摩耗およ

び反復使用による機

能の劣化 

- 疲労故障 

・ステントチップ断裂 

・先端チップ離断及び体内遺

残 

・金属アレルギー 

未熟な術者による使

用 

 

 

4.2.1.5. 分析対象データの検討 

 

研究者が研究開発段階で必要とするリスクについての情報としては、類似機種の患者等の有害

事象とその時の医療機器の状況が求められることになる。 
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公表されているデータベースでは、副作用報告等については企業及び医療機関からの情報につ

いて、生データが公開されていないため、また、回収報告については、企業からの報告がそのま

ま公表されているが、表現が統一されていないなどにより、対象データとしては、総合機構のホ

ームページに公開されている「不具合疑われる症例報告に関する情報」とした。 

本ホームページに公開されているのは、ここ３年間のデータである。 

1）対象医療機器 

当研究班の活動領域は、循環器系疾患を対象とすることから循環器関連機器として次の機器を

対象とする。 

   ① ペースメーカー 

   ② 冠動脈ステント 

   ③ 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル 

   ④ 半自動除細動器 

   ⑤ デュアルチャンバ自動植込み型除細動器 

   ⑥ 中心静脈用カテーテル 

2）データの分析方法 

縦軸に「機器の状況」を、横軸に「患者等の有害事象等」を重篤度の高い順に並べ、マトリク

スを作成する。 

3）補足情報 

基本要件要求事項毎ハザード・危険状態・有害事象マトリクス（前述の「医療機器分野におけ

るリスクマネジメント手法に関する研究」の研究成果）と承認基準等を補足情報として追加する。 

 

4.2.1.6. 分析結果 

 

本研究における分析結果「不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス」および補足情

報「基本要件要求事項毎ハザード・危険状態・有害事象マトリクス」、「承認基準」の関係を分析

結果の一覧として表 4.2-1 に示す。「不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス」の 6機

種の調査結果を図 4.2-3～図 4.2-9 に示す。 

 

表4.2-1 分析データの関係一覧 

No. 一般的名称 

不具合が疑われる 

症例報告に関する 

情報マトリクス 

（本研究成果） 

基本要件要求事項毎 

ハザード・危険状態・ 

有害事象マトリクス 

承認

基準

1 冠動脈ステント ● ○  

2 経皮的冠動脈形成術用カテーテル  ○ ○ 

3 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル ●   
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No. 一般的名称 

不具合が疑われる 

症例報告に関する 

情報マトリクス 

（本研究成果） 

基本要件要求事項毎 

ハザード・危険状態・ 

有害事象マトリクス 

承認

基準

4 中心静脈用カテーテル  ○ ○ 

5 中心静脈用カテーテル／中心静脈用カテーテルイントロデューサ ●   

6 植込み型心臓ペースメーカ ● ○ ○ 

7 全自動除細動器  ○  

8 半自動除細動器／デュアルチャンバー自動植込み除細動器 ●   

9 中心循環系人工血管  ○  

10 中心循環系人工血管／非中心循環系人工血管 ●   

11 全人工股関節  ○  

12 インスリンペン型注入器  ○ ○ 

13 中空糸型血液透析器  ○  

14 輸液セット  ○  

15 輸液ポンプ  ○ ○ 

16 人工呼吸器  ○  

17 ベッドサイドモニター  ○  

18 全身用Ｘ線ＣＴ診断装置  ○  

19 磁気共鳴画像診断装置  ○ ○ 

20 超音波画像診断装置  ○  

合 計 6 16 6 
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冠動脈ステント（２００５年～２００７度報告）　　　　

　　　　　　　患者等の有害事象

機器の状況

胸痛、急性冠
閉塞(VT、VF)

急性冠動脈
閉塞

遅発性ステン
ト血栓症
(VLST)

胸痛、亜急性
ステント血栓

症(SAT)

急性ステン
ト血栓症

急性心筋梗
塞・亜急性血

栓症

血圧低下／
血流低下

心タンポ
ナーデ

心筋破裂
血管破裂／
血管穿孔

心室細動 解離
一時的な心

停止
ポジティブリ
モデリング

過敏反応発
症

間質性肺炎
発症

手指の麻痺
体内残留／皮

下遺残
内膜の損傷

の恐れ
な　し 不　明

a ｂ ｃ d e ｆ ｇ ｈ i ｊ k l m n o p q r s t u

1 ｽﾃﾝﾄの脱落

　○［死亡］
(血圧低下)
機器と死亡
との因果関
係評価でき
ず

○[死亡]
機器と死亡との
因果関係評価
できず
○[回復]
(冠動脈内に脱落
-外科手術)

○２[回復]
(上腕動脈切開)

○３［回復］
(体内遺残)

○［未回復］
○３［不明］

○[回復] ○５[－] ○１［死亡］
機器と死亡と
の因果関係
評価できず
○[－]

2
ｽﾃﾝﾄﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑからのｽﾃﾝﾄ
の脱落（未拡張のステントを抜去
中）

○２［回復］
(皮下遺残)

○[－]

3
留置後のステント内にスタック、
IVUSカテーテル抜去不能

○[回復]
(開胸手術施行)
(上腕部遺残)

4
ステントのフレア状変形による抜
去困難

○[軽快]
(外科的処置)

5 バルーン破裂

○[死亡]
機器と死亡と
の因果関係評
価できず

○[回復]
冠動脈解離を
伴う血流減少
による心筋虚
血

○２[回復]
(血管穿孔)
(冠動脈穿孔)

○[回復]

6 バルーン破裂、ステント脱落

○[死亡]
(血流低下)
機器と死亡と
の因果関係評
価できず

7
ｽﾃﾝﾄﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑのﾊﾞﾙｰﾝのﾃﾞ
ﾌﾚｰｼｮﾝ不良

○２[回復] ○[回復] ○８[－]

8 ﾊﾞﾙｰﾝ拡張困難 ○[－]

9 先端チップ断裂

○[不明]
(体内遺残の可能
性)

○[その他]
(開胸手術施行）

○[－]

10 ｽﾃﾝﾄ留置後の断裂 ○[－]

11 異物混入の疑い ○[－]

12
ﾊﾞﾙｰﾝとｼｬﾌﾄとの接続部の膨張・
破裂（の疑い）

○[回復]
(冠動脈穿孔)

○[回復]
(冠動脈解離)

○１０[－]

13 シャフト断裂 ○[未回復]

14 ｶﾃｰﾃﾙｼｬﾌﾄﾘｰｸ ○[－]

15 ｽﾃﾝﾄの折り重なり ○[－]

16 ステント移動 ○３[－]

17 不明

○５［死亡］
機器と死亡と
の因果関係評
価できず

　○[死亡]
機器と死亡と
の因果関係
評価できず

○３［死亡］
機器と死亡と
の因果関係
評価できず
○２[死亡]
機器と死亡と
の因果関係
否定できず
○[回復]

○６[死亡]
機器と死亡と
の因果関係評
価できず
○２[回復]
○[軽快]

○[回復] ○［死亡］
機器と死亡と
の因果関係
が認められ
ず

○［死亡］
機器と死亡
との因果関
係評価でき
ず

○２[死亡]
機器と死亡と
の因果関係
評価できず

○[死亡]
機器と死亡
との因果関
係評価でき
ず
○[回復]
(血管穿孔)

○２[回復] ○[回復] ○[その他
(容態安定)]

○[未回復]

○；報告あり、数字；報告件数、[　]；転帰状態を示す

 

図4.2-3 冠動脈ステントにおける不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス 
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冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル（２００４年～２００７度報告） ○；報告あり、数字；報告件数、[　]；転帰状態を示す

　　　　　　　患者等の有害事象

機器の状況

冠動脈解離 血管破裂 急性心筋梗塞
心室細動発

生

冠閉塞を起こ
して心原性

ショックをきた
した

一過性の血
圧低下、意識

喪失
体内遺残 なし

a b c d e f g h

バルーンのラプチャー／損傷 1
○３[回復]
○[回復]
（疑い）

○[回復]

○[その他(容
態安定)]
(バルーンの体
内遺残)

○［回復］
(一部体内遺残
のおそれ)

○５[－]

バルーンのラプチャー及びブレー
ドの離断

2 ○[未回復]
(遺残の可能性)

ブレードの損傷 3 ○[回復]
（遺残の疑い)

バルーンの収縮不能／伸び 4 ○[回復] ○[回復]
（軽度）

○10[－]

先端チップ断裂／先端部が破損 5 ○[回復]
(遺残の可能性)

○[－]

先端チップ及びバルーン部が離
断

6

○[未回復]
(先端チップ及び
バルーン部の遺
残)

ワイヤー開口部とシャフトのつな
ぎ目の破断

7 ○２[－]

シャフト破裂／離断 8 ○[回復]
○[－]
(基端側と先
端側の離断)

ハイポチューブが断裂 9 ○[回復]

バルーン抜去困難 10 ○[－]

バルーンのサイズ不良 11 ○[－]

X-線不透過マーカー位置ずれ 12 ○[－]

なし 13 ○[回復]
(逆行性冠解離)

○[回復]
(冠動脈穿孔)

○[回復]
(カッティングバ
ルーンの抜去に
難渋)  

図4.2-4 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテルにおける不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス 
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中心静脈用カテーテル（２００４年～２００７度報告） ○；報告あり、数字；報告件数、[　]；転帰状態を示す 

　　　　　　　患者等の有害事象

体内遺残 外科的処置 空気塞栓症
遅発性縦隔水

腫
胸水の貯留

ショック（血圧低
下）

一時的な呼吸
障害

なし

a b c d e f g h

カテーテル留置施行時にスタイ
レットが破断

1

○[死亡]
機器と死亡との因果関

係が認められない

○[容態安定]
(スタイレット先端部遺
残)

ガイドワイヤー先端部が離断 2

○２[軽快]
(皮膚切開にて取り出し)

○[軽快]
(外科的処置）

ガイドワイヤのコア（芯）ワイヤの
破断

3
○２［軽快］ ○６[軽快]

ガイドワイヤの破断 4
○［回復］
(先端部遺残)

カテーテルの破断 5 ○[軽快]
(皮膚部遺残)

○[軽快] ○[－]

カテーテルに亀裂が発生した 6 ○[－]

カテーテル内腔閉塞 7 ○[－]

翼付コネクター・ルアーロックコネ
クター部脱落

8 ○[－]

液漏れ 9 ○[－]

なし 10 ○[軽快] ○[軽快] ○[回復]

不明 11 ○[不明] ○[回復]
 

図4.2-5 中心静脈用カテーテルにおける不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス 
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中心静脈用カテーテルイントロデューサ（２００４年～２００７度報告） ○；報告あり、数字；報告件数、[　]；転帰状態を示す 

　　　　　　　患者等の有害事象

胸水の貯留 体内遺残 心タンポナーデ
挿入部位の血

管損傷
空気塞栓により

心肺停止
気胸

一時的な血圧
低下

なし

a b ｃ ｄ e f g ｈ

血管外へのカテーテルのずれ 1
○[死亡]
機器と死亡との因果関
係が認められない

カテーテルの離断（断裂／亀裂） 2 ○[回復]
○[軽快退院]
（抜去時に血管を小
切開)

○[－]

カテーテルリーク 3 ○[回復]

スタイレットが切断（断裂)し体内
に迷入した

4

○[回復]
(下大静脈から突き出て
肝臓を経て腎臓まで刺
さった)

○[回復]
(体内に迷入し心ﾀﾝ
ﾎﾟﾅｰﾃﾞを惹起した)

スタイレット抜去不能 5 ○[－]

ガイドワイヤー先端部損傷 6
○[不明]

ガイドワイヤーの離断 7
○[その他(経過観
察)]

ガイドワイヤーのループ化 8 ○[軽快]

インナーカニューラの脱落 9 ○[－]

エクステンションラインの破断 10 ○[回復]
（出血)

なし 11 ○[回復]

不明 12 ○[回復] ○[回復]
 

図4.2-6 中心静脈用カテーテルイントロデューサにおける不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス 
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植込み型心臓ペースメーカ（２００５～２００７年度報告）

　　　　　　　患者等の有害事象

機器の状況

死　亡 徐　脈 動悸
胸筋攣縮
(ツィッチング)

術時間の延長 胸部不快感
ﾍﾟｰｽﾒｰｶの摘
出

ﾍﾟｰｽﾒｰｶ交換
(交換術)

ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ不全 不　明

a b c ｄ e ｆ g h i j

ﾃﾚﾒﾄﾘｰ不全、ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾚｰﾄ異常 1
○[死亡]
機器と死亡との因果
関係が認められない

ﾃﾚﾒﾄﾘｰ不全、ｾﾝｼﾝｸﾞ不全 2
○[死亡]
機器と死亡との因果
関係が認められない

○[回復]
○[回復]
(リードの追加措置
含む)

ﾃﾚﾒﾄﾘｰ不全（疑い含む） 3
○[回復]
○[回復]
(出力不全含む)

センシング不全 4

ペーシング不全、センシング不全 5
○[回復]
○[回復]
(摘出)

ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ不全の疑い 6
機能不全 7 ○[回復]
ワイヤーブレーク 8 ○２[回復] ○[回復]

ワイヤー離脱による機能停止
／機能不全

9
○10[回復]
○３[回復]
(不快感)

機能停止の疑い 10 ○[回復]

リセット 11

○[回復] ○[回復]
(ガイデッドリセット)

○[－]

マグネットにより誘引されたリセット
／ERIの表示

12

マグネットモードの頻回作動 13 ○[回復]
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｰﾄﾞへの移行 14 ○[回復]

早期電池消耗／の疑い 15

○[回復]
○[回復]
(気密密閉の経年
変化による)

○[回復]
(ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻの
ﾘｰｸによる)

ICﾁｯﾌﾟの故障によるﾍﾟｰｼﾝｸﾞ不全、
及び電池の早期消耗

16

ルーズピンの疑い 17 ○[回復]
ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁ(一時的)異常の疑い 18

リード接続困難、ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ不全、ﾘｰ
ﾄﾞｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ異常

19
○[その他(入院

中)]
(リード交換術)

ICの不具合により発生した抵抗値
の異常表示

20

間欠的なﾍﾟｰｼﾝｸﾞ不全、ﾘｰﾄﾞｲﾝﾋﾟｰ
ﾀﾞﾝｽ異常

21 ○[回復]

心房ﾘｰﾄﾞ抵抗値の上昇 22 ○[回復]

ｼｰﾙﾌﾟﾗｸﾞの損傷の疑い 23 ○[回復]
○[死亡]
機器と死亡との因果関係
が認められない

ﾍ ｰｽﾒｰｶ交換時のﾘｰﾄ 取り外し困
難

24 ○[不明]
セットスクリュウが緩みにくい（固
着）

25
一時的な回路内消費電流の増加 26 ○[回復]
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ値の表示不能、過大消費電
流値

27 ○[軽快]

コンデンサーのリーク 28 ○[回復]
ペースメーカ缶からヘッダーの分離 29 ○[回復]
不明 30 ○[－]

○；報告あり、数字；報告件数、[

 

図4.2-7 植込み型心臓ペースメーカにおける不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス 
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　　　　　　　患者等の有害事象

機器の状況

心室頻拍 不要除細動
心肺停止の一時

継続
ＩＣＤの交換

植込み時間の延
長

意識障害 ペーシング不全 なし 不明

a ｂ c d e f g h i j

除細動不能
（ショックパルス送出不能含む）

1

○５[死亡]
機器と死亡との因果関係が評
価できない

○[死亡]
(除細動不能)
機器と死亡との因果関係が認
められない

○２[死亡]
(エラーメッセージ表示)
機器と死亡との因果関係が評
価できない

○[死亡]
(パッドオフのため)
機器と死亡との因果関係が評
価できない

○[死亡]
(モニターピンの汚れの疑い)
機器と死亡との因果関係が評
価できない

○[死亡]
(ケーブル断線の疑い)
機器と死亡との因果関係が評
価 きな

○[回復] ○[－]

電池早期消耗／疑い 2

○[死亡]
(除細動不能)
機器と死亡との因果関係が認
められない

○[死亡]
機器と死亡との因
果関係が評価で
きない

○３［－］

○７[－]
○[－]
(タンタルコンデ

ンサのリーク)

リセット 3

○[死亡]
(電池消耗)
機器と死亡との因
果関係が認められ
ない

○２[－]
○［－］
(完全電気的リ
セット)

ペーシングパルスの誤認識 4
○[死亡]
機器と死亡との因果関係が認
められない

解析不能 5
○[死亡]
機器と死亡との因果関係が評
価できない

ワイヤーブレイク 6

○[死亡]
機器と死亡との因果関係
が否定できず

○[回復]
(アダプターケーブ
ルの断線)

○[－]

電源投入不能 7 ○３２[－]
○[－]
(使用中に電源
切れ)

テレメトリー不全 8 ○[回復]

回路内ノイズの発生 9 ○[回復] ○[－]

リードとの放電による機能停止 10 ○[回復]

ルーズピン 11 ○２[回復] ○[回復] ○２[－]

セットスクリューの固定不良の疑
い

12 ○[－]

グロメット内血液浸入によるオー
バーセンシング

13 ○３[－]

作動不良の疑い 14 ○３[－] ○[－]

充電未完了 15 ○２[－]

ホルター記録の読み出し不良 16 ○［回復］

蓋が開かない 17 ○[－]

なし 18
○[死亡]
機器と死亡との因果関係が認
められない

○[回復]

不明 19
○[死亡]
機器と死亡との因果関係が認
められない

○[未回復] ○[－]

死亡

半自動除細動器／デュアルチャンバー自動植込み除細動器（２００５年～２００７度報告） ○；報告あり、数字；報告件数、[　]；転帰状態を示す  

 

図4.2-8 半自動除細動器／デュアルチャンバー自動植込み除細動器における不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス 
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中心循環系人工血管／非中心循環系人工血管（２００５年～２００７度報告）　　　　
○；報告あり、数字；報告件数、[　]；転帰状態を示す

　　　　　　　患者等の有害事象

機器の状況

人工血管破断
による仮性動

脈瘤

人工血管の断
裂

人工血管から
の血漿成分漏
出による水腫

人工血管への
セローマ形成

a b ｃ d

1 人工血管の破断 ○[回復]

2 不明 ○[軽快] ○[回復] ○[軽快]

 

図4.2-9 中心循環系人工血管／非中心循環器系人工血管における不具合が疑われる症例報告に関する情報マトリクス 
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4.2.2. まとめと次年度計画 
 

個々の症例報告を機器の状況と患者への有害事象へ分けて分析することで、症例報告に

関するリスク分析マップを作成できた。発生頻度と患者への有害事象の重篤度により優先

的改良点が明確化されるため、潜在的臨床ニーズを反映した医療機器開発が可能になるで

あろう。また開発優先順位を明確化できるため、効率的かつ効果的な研究開発戦略を立案

することができ、わが国のに貢献する資料となるであろう。 

本年度は、基本要件要求事項毎ハザード・危険状態・有害事象マトリクスおよび承認基

準を補足情報としてデータベースに備えたが、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会医療機

器安全対策部会で報告される医療機器研究報告（企業が製造販売している製品に関連した

文献や研究報告等について行政当局に報告するもの）も同様の補足情報とすることで有益

性が向上するであろうと考えられた。 

来年度は、がん・神経系疾患に関する市販後安全情報調査について情報収集・分析を行

う。 
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4.3. ＰＬ裁判調査 

 

4.3.1. 調査概要 
 

医療機器関連のＰＬ裁判の判例情報等を国内外のデータベースを使用し収集した。 

収集状況を表 4.3-1 及び図 4.3-1 に記す。詳細資料は付属資料３に添付した。 

 

表4.3-1 ＰＬ裁判判例情報の収集状況 

事 項 件 数 

本研究開始以前の収集件数 60

日本（本年度） 6 件

米国（本年度） 12 件

合 計 78 件
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表4.3-2 ＰＬ裁判判例情報の年代別収集状況 

（収集件数を表すものであり、世界の判例件数ではない） 

 

 

4.3.2. まとめと次年度計画 
 

医療機器関連のＰＬ裁判の判例情報等を国内外のデータベースを使用し収集したが、判

例にならないものや当事者間の和解等については収集することが困難であった。これらは、

損害保険会社が個別に保有している情報であり、情報の拡大には各損害保険会社の協力が
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必要となってくると考えられた。 

米国には、AdvaMed が会員企業にリスク管理保険会社として推薦する保険会社が存在する。

Medmarc 社は、AdvaMed の前身 HIMA によって医療機器と体外診断装置の製造物賠償責任保

険会社として 1979 年に設立された。当初は、医療技術と生命科学分野の企業に専念したＰ

Ｌ損害保険だったが、近年は企業の総合リスク管理保険にまで拡大している。また、中小

企業が加入し易いように安い保険料を設定している。日本においても同様の取り組みが今

後必要になることも考えられた。 

次年度も医療機器関連のＰＬ裁判の判例情報の拡充に努める。 
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4.4. リスク情報のまとめ 

 

医療機器毎の承認審査期間・規制制度、臨床試験状況などに関する市販前許認可プロセ

ス調査、不具合が疑われる症例報告をもとにした情報マトリクスによる市販後安全情報調

査、医療機器関連のＰＬ裁判調査を行った。 

市販前許認可プロセス情報により許認可見通しの事前把握や開発スケジュールの見直し

が可能となり、市販後安全情報により優先的改良点や潜在的臨床ニーズを反映した医療機

器開発が可能となり、ＰＬ裁判情報を把握することで、臨床使用において実際に想定され

る訴訟リスクの事前検討が可能となると考えられる。 

医療機器開発に関するリスクには多面的議論が必要である。一例としては、そもそも技

術が完成しない可能性や開発期間が長期にかかる可能性、医療機器の価値よりも価格が高

い可能性や投資回収が出来ない可能性、上市前に代替品が出現する可能性や許認可されな

い可能性、リコールが多い可能性や多大なフィールドサポートが必要な可能性、健康被害

が発生する可能性、ＰＬ裁判や特許訴訟が発生する可能性などである。これら全てのリス

ク情報を研究者や企業側が把握することは困難であり、国として製品開発リスクの低減を

実現するためには、今後も継続した調査が必要であると考えられた。 
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5. 低侵襲医療機器実現化フォーラム 
 

ニーズとシーズのマッチングを目的とするオープンディスカッション方式のフォーラム

「低侵襲医療機器実現化フォーラム」を開催した。 

コーディネータによりテーマ設定を行い、臨床側、大学・国研等の研究開発側及び産業

界の各分野から有識者を招き、最医療側のニーズ、最新研究動向・技術の適用可能性、実

用化ビジョンなどについて議論した。特に総合討論の場を設け、講演者と聴講者を交え、

ニーズとなる要求機能の明確化とニーズに応えるための技術課題と解決案を中心に、産業

化に必要な要件等について議論した。 

 

 

5.1. 開催概要 

 

タイトル：低侵襲医療機器としての薬剤溶出ステントへの期待 

コーディネータ：九州大学大学院医学研究院循環器内科学准教授 江頭 健輔 

日時：平成１９年１２月２０日（木） 13：00～17：00 

場所：東京慈恵会医科大学 大学１号館３階講堂 

参加人数：約 200 名 

共催：日本生体医工学会専門別研究会ナノメディシン研究会 

 

【講演要旨】 

 

（コーディネータ講演） 

タイトル：オーバービュー；薬剤溶出ステントの問題点と新規対策 

講 演 者：九州大学大学院医学研究院循環器内科学准教授 江頭健輔 

薬剤溶出ステント（DES）は、いわゆる breakthrough テクノロジーとして登場し、

2003 年以降世界で 600 万人以上の患者が DES の治療を受けたとされている。しか

し、DES 留置症例において遅発性ステント内血栓などの有害事象が報告され、心筋

梗塞や心臓死をむしろ増加させる可能性が指摘された。DES は従来のステント

（Bare metal stent: BMS）と比較して、再狭窄は少なくするが少なくとも患者の

生命予後は改善しないという報告がなされている。まだ決定的結論が得られてい

ない状況であるが、これらの臨床知見は「現行の DES はもはや最終ゴールではな

い」ことを示している。そこで本フォーラムでは「低侵襲医療機器としての薬剤

溶出ステントへの期待」を企画した。医療ニーズとして次世代 DES に期待するこ

とを血管生物学ならびに血管内視鏡の立場から、技術シーズとして、生体吸収性

ナノ粒子のコーティングや生体吸収性 Mg ステント、新規約剤溶出ステントなどを

取り上げ、さらに、次世代薬剤溶出ステントの審査の現状と展望についても講演
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いただくことで、実用化に向けて何をすべきかを議論する。 

 

（医療ニーズ講演） 

タイトル：次世代薬剤溶出ステントへの期待 ～血管生物学の立場から～ 

講 演 者：東京大学大学院医学系研究科先端臨床医学開発講座准教授 佐田政隆 

我々は、DES から溶出されるシロリムスが内膜増殖を抑制するものの再内皮化を遅

延させることを細胞レベルで明らかにした。本フォーラムでは、現在の薬剤溶出

ステントの問題点を血管生物学的観点から検討したうえで、次世代ステントに期

待される性能を考察した。 

 

タイトル：血管内視鏡が語る次世代薬剤溶出ステントへの期待 

講 演 者：日本大学医学部循環器内科教授 平山篤志 

血管内視鏡で薬剤溶出性ステント（DES）植え込み後では、通常のステント（BMS）と

比較し内皮化の程度が少なく、内皮化の遅延部で血栓が高頻度に認められる。DES は

再狭窄を減少させたが、遅発性血栓症が問題で、その予防にはステントの早期内皮化

が必要である。 

 

（技術シーズ講演） 

タイトル：生体吸収性ナノ粒子の設計とステントコーティング 

講 演 者：株式会社ホソカワ粉体技術研究所 所長 辻本広行 

次世代ステント技術として、PLGA ナノ粒子に薬剤を封入し、これをステント表面

に電気泳動法で積層させる技術が開発された。血管内に留置したステント表面か

らはナノ粒子が離脱し内皮細胞から平滑筋細胞まで効率よく取込まれ、内包薬剤

を徐放するので高い治療効果が期待される。本講演では、この PLGA ナノ粒子の粒

子設計とステントへのコーティング技術の一端について紹介した。 

 

タイトル：医療用生体吸収性マグネシウム合金の開発 

講 演 者：独立行政法人物質・材料研究機構生体材料センター 

バイオメタルグループリーダー 山本玲子 

マグネシウムは 20 世紀初頭より骨折固定材としての応用が検討されていたが、生

体内における強度不足、水素ガス発生、さらにステンレス鋼の登場により、その

応用は下火となった。しかし、2003 年、欧州における生体吸収性ステントへの応

用を機に、再び注目を集めている。本講演では、最近のマグネシウム合金の医療

応用研究ならびに物質・材料研究機構における医療用マグネシウム合金の開発に

ついて紹介した。 
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タイトル：新規国産薬剤溶出ステント 

講 演 者：株式会社日本ステントテクノロジー 代表取締役社長 山下修蔵 

ステント基材の最適化と安全性に優れた薬剤の精密溶出制御により先行海外製品を

凌駕する純国産薬剤溶出ステントを創生する。更に、産学官連携により日本の研究成

果を結集した純国産新規次世代ステント研究開発体制の構築を目指す。 

 

（特別講演） 

タイトル：薬剤溶出ステントの展望 ～今後の審査・承認の立場から～ 

講 演 者：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器審査部審査専門員 小志戸前葉月 

医療機器一般の承認審査の基本を紹介し、冠動脈向けの薬剤溶出ステントが 2種承認

されている現状をふまえた今後の DES 申請のポイントを講演した。 

 

（総合討論） 

講演者と聴講者を交え、ニーズとなる要求機能の明確化とニーズに応えるための技術

課題と解決案を中心に、産業化に必要な要件等について議論した。 

 

 

5.2. アーカイブ映像 

 

低侵襲医療機器実現化データベースの一環として、低侵襲医療機器実現化フォーラムの

当日の模様を撮影し、講演者本人による講演映像と講演資料を同期加工編集したアーカイ

ブを、平成 20 年 2 月上旬から配信している（図 5.2-1、5.2-2）。 
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図5.2-1 フォーラムアーカイブメニュー一覧 

 

 

図5.2-2 映像アーカイブの一例 
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5.3. 低侵襲医療機器実現化フォーラムのまとめ 

 

ニーズとシーズのマッチングを目的とするオープンディスカッション方式のフォーラム

「低侵襲医療機器実現化フォーラム」を開催した。このフォーラムは、ナノメディシンフ

ォーラムとして過去 11 回開催してきたものを参考に低侵襲医療機器の実現化を目的に開催

したものである。本年度からニーズ側とシーズ側の講演に加えて、規制側の講演を追加し

た。医療機器の開発が、ニーズとシーズのマッチングにより促進されることは従来から知

られているが、他方、実用化に向けた検討を行うには、規制側の考え方を理解することも

重要である。本データベースではリスクＤＢの一環として市販前開発プロセスも調査して

おり、規制側の考え方を知ることは、開発リスクの低減に資するものであり、低侵襲医療

機器の実現性を高めるものと考えている。 

今後は、ニーズとシーズのマッチングの促進を図りつつ、規制要件の検討を同時に行う

ことが低侵襲医療機器の実現化に向けた議論に有益であろう。 

 



- 332 - 

6. データベースシステム 
 

6.1. システム概要 

 

本研究は、低侵襲医療機器の実現化を目指し、シーズＤＢ、ニーズＤＢ、リスクＤＢお

よびフォーラムから構成される領域横断的な知的基盤の構築と運用を行うことを目的とし

ている。また、これらはインターネット環境下で運営することで、誰でも、何処でも、何

時でも利用できる情報提供機能を狙ったものである。さらに、データベース機能よりも、

データベース内に格納される情報の質と量の確保を第一優先とするため、データベースは

より簡便なものを構築する必要がある。以下、データベースシステムについて検討した（フ

ォーラムのアーカイブ映像システムについては、5.2 を参照）。 

構築するデータベースソフト候補としては、Ｗｅｂアクセスが容易に可能であること、

データベース機能が複雑な操作を要しないこと、安価であることを条件とし、半恒久的に

稼働可能な環境構築を目指し、検討を進めた。その結果、汎用データベースには、Oracle 
DarabaseやMicrosoft SQL、MySQL、4th Dimention等が存在するが、先の条件を満た
すデータベースソフトとして、FileMaker Pro 9（ファイルメーカー株式会社）が適するで
あろうと考えられた。 

FileMakerは、元々はデータベースソフトウェアとして開発されたものが、Web とデー
タベースとの連携に対する市場ニーズの高まりを受け、Web 機能を有するようになったも
のである。最大の特徴はデータベースを核とした動的なコンテンツを生成可能である点で

ある。基本的にカード型のデータベースであるがリレーショナル機能を加えたものも現れ

ている。柔軟なカスタマイズ機能を有しており、容易なインタフェース作成が可能となる。

また、画像その他の多様なデータ形式に対応し、XML, ODBC, JDBC, PHPとの互換性も
高い。 
対応プラットフォームは通常WindowsやMacOS であり、Unix になじみのない管理者
でも運用しやすい。データベースの専門家等をあまり必要としないため、コスト削減が可

能であり、持続的データベース環境を構築することが可能となる。 
本年度は、図 6.1-1 に示すとおり FileMakerベースでのデータベースシステムの設計検
討を行い、データベースの試作を（株）マジェスティックに委託し、図 6.1-2 のインタフ

ェースによりインターネット上に公開している。 
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インターネット

FileMaker Server
（Web Sever）

シーズDB
先進企業情報
重要論文情報

ニーズDB
医師インタビュー
医師Web調査
患者Web調査 リスクDB

市販前許認可プロセス情報
市販後安全情報
ＰＬ裁判判例情報

Internet

ユーザ  

図6.1-1 低侵襲医療機器データベースシステムの基本構成 

 

 

 
図6.1-2 低侵襲医療機器データベースのインターネットＷｅｂ画面 
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6.2. 今後の考え方 

 

本年度は、誰でも、何処でも、何時でも利用できる情報提供機能および半恒久的に稼働

可能な環境構築を目的とし、FileMaker ベースでのデータベースシステムの設計、データ
ベースの試作およびインターネット公開を行った。 

次年度は、データベースの操作性・機能性向上のため、インタフェースの改良を行う。 
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7. まとめ 
 

わが国が低侵襲医療機器の開発及び実現化を推進支援するため、領域横断的な知的基盤

の創出・開発・運用に関する研究を行った。 

本研究の目標は、世界の情報を掌握し、これをもとに研究開発側、臨床側、支援者側が

自己評価及び客観的評価を行い、初期の研究段階から最善の実用化戦略を踏まえた研究開

発を構築することである。そのためには我が国の英知を集めた個々の研究に加え、実現化

に向けた豊富なシーズ、ニーズとリスクに関する知的基盤を保持する必要があるとの立場

に立っている。 

研究開始当初に掲げた初年度目標は、シーズ情報 100 件、ニーズ情報 100 件、リスク情

報 100 件の収集およびフォーラム 3 回の開催であったが、本年度の達成度は、シーズ情報

266.0％（266 件）、ニーズ情報 635.0％（635 件）、リスク情報 94.0％（94 件）、フォーラム

33.3％（1 回）となり、概ねその目標を達成できたものと考える。また、収集した情報の器

となるデータベースも試作段階ではあるが、公開することも可能となっており、初年度成

果としては十分なものとなったと考える。 

前述のとおり情報の量は十分なものであり、医学、薬学、工学、理学分野の研究者及び

産業界関係者による領域横断的専門家らによる情報収集を行ったことで、情報の質も担保

されていると評価される。加えて、このような情報は利用してこそ価値が生まれるものと

考えており、広く利用できるためのインターネットデータベースの構築も同時に行った。 

今後は、このように有益なデータベースを一刻も早く、臨床家、企業、研究者、行政・

団体等さまざまな立場の多くの方々に利用されるよう普及活動に努める。 

また、次年度はがん・神経系に関する低侵襲医療機器の情報収集に努める、更なる低侵

襲医療機器の開発及び実現化に寄与したい。 
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