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1. 事業の概要 

本テーマで開発する頭蓋内電極は、脳組織と同等に柔軟なハイドロゲルを基材とし、炭素繊維による有

機物導電体を内部に配列、配線して作製される。既承認品に比して親水性、柔軟性、透過性に優れるため、

脳表面の複雑形状にも自重で密着し、精密で安定な脳波計測と電気刺激が可能である。また、慢性留置で

電極-脳表の隙間に発生し得る硬膜下血腫についてもリスク低減が期待できる。更に、有機物のみで構成

されるため、MRI 画像診断への適合性も有している。 
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1.1 事業の目的 

脳などの生体組織と同様に柔軟で含水性と分子透過性を有するハイドロゲル（ヤング率：～10KPa）に

よる基材と、炭素繊維製の柔軟な有機導電体による電極を組み合わせることによって、生体親和性に優れ

る新規な頭蓋内有機物電極の医療機器製品化を進める。本事業では、製品化の為の設計開発作業、各種安

全性試験の実施、量産技術の確立、および製造販売体制の整備を行い、事業終了後速やかに薬事承認と製

品化を実現するための準備を整えることを目的とする。 

製品化する頭蓋内電極は、ハイドロゲル特有の密着性によって脳表面の複雑形状にも密着するため精

密な計測と刺激が可能であり、基材の浮き上がりによる接触不良や電極インピーダンスの上昇による記

録レベルの低下が防止できる。また、磁性体を含まないため、術中や留置下での MRI 撮影が安全に行え

る。これらの電極性能は、てんかん治療をはじめとする脳外科手術を受ける患者の術中負担を低減し、機

能予後を向上させ、さらに外科適応を拡大することによって、生涯医療費削減による経済効果を有すると

考えられる。 

当該頭蓋内電極は、脳組織と同等に柔軟な PVA（ポリビニルアルコール）ハイドロゲルを基材とし、

その内部に炭素繊維製の有機物導電体を配線して作製される。シリコーンゴムを基材とする既承認品に

比べて親水性、柔軟性、透過性が格段に優れており、脳表面の複雑形状にも自重で密着し、精密な計測と

刺激が可能になる。また、慢性留置時に電極-脳表の隙間に発生し得る硬膜下血腫についても、脳脊髄液

がハイドロゲル基材を透過するためにリスク低減が期待できる。更に、電極及び基材の全てが有機物製で

構成されるため、既承認品においては著しく制限されていた MRI 画像診断への適合性も高まる。これら

の性能向上は、てんかん治療をはじめとする脳外科手術を受ける患者の機能予後を向上させ、外科適応を

拡大する効果を有する。難治性てんかんの患者は発作による不自由のみならず内服薬の副作用や社会的

不利益（就労、進学、結婚や運転免許、偏見など）を負っており、このような患者に対して、根本的なて

んかん治療である外科手術の適応拡大の意義は極めて大きく、また、生涯医療費削減による経済効果も期

待できると考えている。 

この新規な頭蓋内有機物電極の開発を着実に進展させ、事業終了後速やかに製品化するために、医療機

関やモノづくり中小企業の参画による実効的体制の下で、動物実験や臨床的知見に基づく改善と製品仕

様の確定、量産工程の確立、製造販売体制の整備などを行う。 

【医療現場の課題ニーズ】 

開頭して脳表に移植する頭蓋内電極は、てんかん治療における頭蓋内脳波検査や、脳腫瘍手術等の外科

手術における神経回路損傷回避のためのモニタリング、運動野や言語中枢の局在部位特定のためのマッ

ピング等に使用されている。 

既存の頭蓋内電極は白金電極をシリコーンゴムシートに配列したものであり、これを脳表に設置する

場合、シートの柔軟性不足のため、押し付けなどの補助的な密着手段が必要であり、脳を圧迫したり、電

極-脳表の隙間に硬膜下血腫が発生して計測感度が低下したりすることがある。また、金属電極を使用し

ているため、ＭＲＩ画像診断でアーチファクトが発生して画像診断を著しく制限している。 

【課題やニーズに対する解決策】 

これらの問題を解決するために、本事業課題では、既存の頭蓋内電極のシリコーンゴムシートに当たる

基材に、脳組織になじむ親水性と柔軟性を有し、また生体適合性も優れた PVA（ポリビニルアルコール）

ハイドロゲルを用い、更に白金電極を非金属のカーボン系有機電極に置き換える頭蓋内電極を開発する。 

これによって、脳表面の複雑形状にも密着して精密な計測と刺激が可能となり、また、MRI 画像診断

への適合性も高まることから、上述の臨床課題を一気に解決出来ると考えている。 
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・国内薬事申請：令和 5 年 3 月 

・国内上市：令和 6 年 4 月 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ユニークメディカル 

PL： 鈴木 泰汎（株式会社ユニークメディカル） 

SL： 西澤 松彦（国立大学法人東北大学 大学院工学研究科） 

共同体： ①国立大学法人東北大学 大学院工学研究科 

  ②国立大学法人東北大学病院 

  ③国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

  ④株式会社ＭＥＦ 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 
機器器具 21 

内臓機能検査用器具 
クラス分類 クラスⅣ 

製品名 
ハイドロゲル頭蓋内電極 

（予定） 
分類名称（一般的名称） 皮質電極 

対象疾患 
てんかん、脳腫瘍、脳動脈瘤

等（手術モニター） 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療施設：脳神経外科 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 
脳の表面に一時的又は短期的に留置し、脳を刺激したり、頭蓋骨外では計測できない微弱

な脳波を記録するための電極である。 

薬事申請予定者 
株式会社ユニークメディカ

ル 

医療機器製造販売業許

可 
13B1X10014 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 MEF 医療機器製造業登録 15BZ200022 

株式会社ユニークメディカ

ル 
医療機器製造業登録 13BZ200945 

ラジエ工業株式会社 医療機器製造業登録 10BZ000035 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

注：「市場規模」は競合品を含めた市場全体としての見込み 

 国内市場 海外市場 

  未定 

薬事申請時期 令和 5（2023）年 3 月 未定 

上市時期 令和 6（2024）年 4 月 未定 

想定売上（上市後 3 年目） 2.5 億円／年（令和 9（2027）年時点） 調査中 

市場規模（上市後 3 年目） 4.8 億円／年（令和 9（2027）年時点） 調査中 

想定シェア（上市後 3 年目） 
63％（令和 9（2027）年時点） 

（本品のみ） 
調査中 

非公開 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【現時点での試作写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特長 

（１） 脳を圧迫、損傷すること無く脳表の形状に

馴染み、補助手段を要せずに全電極を密着

させることが出来る。 

 

 

 

 

（２） 有機電極の使用により MRI に適合。 

 

（３） 高い脳密着性と低インピーダンスによ

り高 SN 比脳波計測と安定な電気刺激

が可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳モデルへの密着度比較 

本品 既存品 

有機電極素子

　全素子が脳表に密着

脳表

ハイドロゲル

～60mm

～
4
0m

m

リード線
接続端子ハイドロゲル

有機電極
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・全国のてんかんセンター、各医療施設てんかん外科 

・各医療施設の脳腫瘍センター、脳腫瘍外科、脳神経外科等 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

2019 年の深部電極を含む頭蓋内電極の国内市場（競合品含む市場全体の規模）は 3.5 億円と推定

（Fortune Business Insights “Subdural Electrodes Market”より）され、本品のような硬膜下電極

は 2.6 億円を占める。 

2019 年のユニークメディカルの硬膜下電極の市場価格換算規模は 2.4 億円であることから、まず

はこれの置き換え、更に競合輸入製品のシェア 1 億円、用途拡大による 2 億円を加えて、競合品を

含めた全体の想定市場規模は 5～6 億円と考える。 

  

非公開 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

頭蓋内電極を製造販売する企業は国内には無く、競合企業は海外企業のみである。 

国内で製造販売承認されている製品は米国 Ad-Tech Medical Instrument 社（国内輸入企業：日本光電

工業（株））のみであるが、海外では CorTec GmbH（ドイツ）、inomed Medizintechnik GmbH（ドイ

ツ）、DIXI Medical（フランス）、PMT Corporation（米国）、Integra LifeScience Corporation（米国）

が製造する頭蓋内電極、SEEG 電極が競合製品となる。 

本品の特長から、既存製品の置き換えによる市場獲得はそれほど困難では無いと思われるが、てんかん

手術のモニタリングに於いては、今後、ロボットを使った、より低侵襲な SEEG（定位的深部脳波記録）

へ移行が進むと考えられ、硬膜下電極の使用数の減少が売り上げ拡大の障壁になる可能性がある。今後

は、てんかん手術以外の用途拡大が課題となる。 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 

メーカー ㈱ユニークメディカル ㈱ユニークメディカル Ad-Tech Medical 

Instrument Corporation 
※国内輸入企業：日本光電工業（株） 

概要（使用目的

又は効果） 

本品は頭蓋内に留置し、頭蓋
骨外では計測できない微弱
な脳波を導出するための電
極であり、脳を刺激するため
にも使用できる。 

本品は頭蓋内に留置もしく
は刺入し、頭蓋骨外では計測
できない微弱な脳波を導出
するための電極である。ま
た、硬膜下電極は脳を刺激す
るための電極としても使用
できる。 

本品は脳表（硬膜下電極を使
用）及び脳実質（深部電極を
使用）からの脳波を計測する
ための電極である。また、硬
膜下電極は、脳機能評価の際
の刺激電極としても使用で
きる。 

型式（販売名） 未定 頭蓋内電極 滅菌済み頭蓋内電極 

特徴  ハイドロゲル基材の柔軟性
により自重で脳表面に密着
する。 

 光透過性 
 体液透過性 
 低インピーダンスで安定な
脳波計測 

 MRI 適合 
 滅菌済 

 シリコーンを基材としてい
る。 

 MRI 非対応 

 シリコーンを基材としてい
る。 

 MRI 非対応 
 滅菌済 

国内市場規模  約 2.5 億円（硬膜下電極） 約 1 億円 

国内シェア  73％ (頭蓋内電極) 27％（頭蓋内電極） 

海外市場規模  なし 約 14～15 億円 

海外シェア  0％ 46～49％ 

売価 未定  硬膜下電極 10 極以下 

平均：約 38，000 円 

 硬膜下電極 11 極以上 

平均：約 70，000 円 

 深部電極 

平均：約 30，000 円 

 

保険償還 

点数 

未定 

頭蓋内電極の特定保健医療
材料機能区分において、新た
な区分での加算を目指す 

硬膜下電極（10 極以下） 46，300 円 

硬膜下電極（11 極以上） 88，200 円 

深部電極   36，900 円 

クラス分類 クラスⅣ クラスⅣ クラスⅣ 

 

非公開 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

R01(2019)年度 R02(2020)年度 R03(2021)年度 R04(2022)年度 R05(2023)年度 R06(2024)年度 R07(2025)年度 R08(2026)年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 完了

試作機開発・改良
【ゲル電極】

要素技術開発レベルの試作品開
発
滅菌方法の検討と検証実施
生物学的安全性試験（Pre）の実
施

量産機開発
【ゲル電極】

臨床研究
（必要に応じて）

薬事申請
クラスⅣ
一般的名称「皮質電極」
開発前相談（対面助言）実施

知財対応 国内外への関連特許出願済

販売戦略 日本を含む世界市場調査を実施

製造・サービス戦略

上市時期

事業の実施内容

自主事業の内容

①製品要求仕様の確定
②製品化設計
③一次試作（試作品）
④製造工程及び省力化検討
⑤量産工程の確立・設備導入
⑥動物実験
⑦生物学的安全性試験（Pre）
⑧滅菌バリデーション（Pre）
⑨リスクマネジメント
⑩体制再構築

①製品要求仕様の確定（仕様決定）
②製品化設計（完了目標）
②二次試作（試作品）
④製造港知恵及び省力化検討
　　　　　　　　　　　　　　　　（完了目標）
⑤量産工程の確立・設備導入
　　　　　　　　　　　　　　　　（完了目標）
⑥量産試作
⑦動物実験
⑧電気安全性・MRI適合
⑨滅菌バリデーション
　　　　　　　　（量産品による試験）
⑩生物学的安全性試験
　　　　　　　　（量産品による試験）
⑪リスクマネジメント
⑫体制再構築
⑬製造体制構築
⑭材料等の調達検討

①量産品完成
②電気安全性・MRI適合
③滅菌バリデーション
　　　　　　　　（量産品による試験）
④生物学的安全性試験
　　　　　　　　（量産品による試験）
⑤リスクマネジメント
⑥使用感の確認（必要に応じて）
⑦保険適用に向けたデータ収集
　　　　　　　　　　　　　　（必要に応じて）
⑧体制再構築
⑨薬事相談
⑩医療機器製造販売承認申請
⑪販売体制の検討
⑫販売計画書
⑬製造体制構築
⑭知財交渉・契約

試作品開発と評価（一次） 試作品開発（二次）・仕様検討

製造工程及び省力化検討

動物実験

量産工程の確立・設備導入

量産試作

生物学的安全性試験

使用感などの確認

保険適用に向けたデータ収集

準備

体制再構築（QMS対応）

薬事相談（PMDA：対面助言） ★
R5.3：医療機器製造販売承認申請

★
製品仕様決定

戦略検討・各国特許権権利化

販売体制の検討

販売計画書

製品要求仕様の確定及び製品化設計

滅菌バリデーション（Pre）

生物学的安全性試験（Pre）

動物実験

★
量産品完成

電気安全性・MRI適合

滅菌バリデーション

リスクマネジメント

新規国内外特許出願

知財交渉・契約

★
R4.1：知財出願
（必要に応じて）

★
R6.4：上市（国内）

製造体制構築

材料調達検討 ★
R6.1：製造承認

量産

サービス対応

製品展開

製品改良

一変承認申請準備

（必要に応じて）
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期   ●        

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.98 1.03 1.08 0.15 0.15 0.14 0.39 0.71 0.87 0.9 

 うち補助対象 0.66 0.66 0.66 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.32 0.37 0.42 0.15 0.15 0.14 0.39 0.71 0.87 0.9 

売上高（単位：億円） － － － － 0.3 1.0 2.0 2.5 2.7 2.9 

販売数量（単位：） － － － － 500 1,700 3,400 4,300 4,600 4,900 

 ② 海外 

 
R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：） － － － － － － － － － － 

 ③ 国内・海外合計 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

支出額（単位：億円） 0.98 1.03 1.08 0.15 0.15 0.14 0.39 0.71 0.87 0.9 

 うち補助対象 0.66 0.66 0.66 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.32 0.37 0.42 0.15 0.15 0.14 0.39 0.71 0.87 0.9 

売上高（単位：億円） － － － － 0.3 1.0 2.0 2.5 2.7 2.9 

販売数量（単位：） － － － － 500 1,700 3,400 4,300 4,600 4,900 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

【数値算出の根拠】 

⚫ 支出額について 

令和 2 年度は本補助事業の交付申請書の通りである。 

令和 3 年度及び 4 年度は、本品の研究開発費のうち、補助対象経費の規模（MAX7,600 万）以上に

経費がかかると予想され、その部分は弊社自己負担となるため、上乗せした金額を計上した。 

令和 5 年度は承認申請に必要な費用を計上した。 

令和 6 年度からは、本品の単独の販促費用・材料購入・製造業者への製造委託費用・人件費等がラ

ンニングコストとしてかかるため、各年度の想定販売数量から必要な金額を計上した。 

⚫ 売上高及び販売数量について 

売上高のベースとなる「販売価格」を、現在弊社で販売している既存品（既承認の硬膜下電極）の

保険償還価格と同額に仮設定し、弊社が想定した売上推移（以下参照）を踏まえて令和 6 年度から

のトレンドを数値化した。 

【売上推移の想定】 

本品は令和 6 年度に上市はするが、既存品の流通がある状況で、早々にユーザー先が本品への

非公開 

非公開 
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切り替えを行うことは期待できないため、令和 6 年度は主流の「脳神経外科学会」「臨床神経生

理学会」「てんかん学会」「てんかん外科学会」の各学会へ展示し、実際にその場で触感を試して

いただくなど既存品との比較を主にした PR 活動に重点をおくこととし、売上高は既存硬膜下

電極の年間売上の 15％に留まると推定した。 

PR 活動の結果によるユーザー先への本品認知度の浸透と、既存品の有効期間が製造後 2 年間と

いうことも鑑みて、令和 7 年度から令和 8 年度にかけてほぼ現行品からの切り替えが促されて

いくと想定でき、売上高は既存硬膜下電極の年間売上の 90％になると推定した。 

それ以降は、本品の高い柔軟性と密着性を活かしてより広範囲な部位への使用など、特質的な優

位性を PR することにより、「脳神経外科手術と機器学会 CNTT」「生体医工学学会」等での展

示を行うことで、既存品では難しかった他の手術中の脳波モニターや脳溝部分等々での脳波測

定への展開で、使用頻度増加が予想され、令和 11 年度では既存硬膜下電極の年間売上の 150％

になると推定した。 

⚫ 海外展開は未定であるため、海外の欄は空欄としている。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

製造販売を(株)ユニークメディカルが担い、本品と同じカテゴリーに入る既存製品の販路を持つ自

社の販売業へ流通し販売することで、国内医療市場へ比較的容易に導入出来、継続的に製品を流通さ

せることができると考える。 

 

 2) ビジネス体制 

  製造販売業者である㈱ユニークメディカルと（株）MEF は、既に委託製造所として、「製造管理

及び品質管理のための覚書」を締結済み。医療機関の協力を得て、製品改良、販売拡大を図る。

 

  

直接販売

顧客
（国内）

2020年10月時点

上市後のビジネス体制

製造企業
製造業［13BZ2000945］

(株)ユニークメディカル
•設計開発
•部品提供
•生産プロセスの確立

製販企業
第一種製造販売業［13B1X10014］

(株)ユニークメディカル
•事業管理
•薬事/事業化を見据えた
他機関への助言
•薬事対応

中
PL

医療機関

東北大学病院
•ニーズ提供
•臨床エビデンス提供
•改良助言
•開発製品の導入・普及
•学会・論文発表

医療機関

国立精神・神経
医療研究センター
•ニーズ提供
•臨床エビデンス提供
•改良助言
•開発製品の導入・普及
•学会・論文発表

製造企業
製造業［15BZ200022］

(株)ＭＥＦ
•試作改良・工程開発
•製造技術の提供
•量産品製造（ＯＥＭ）
•生産プロセスの確立

自社内施設
中

滅菌会社
ラジエ工業（株）

外注
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 事業化コンサルティング（2020 年 9 月 17 日@AMED、医療機器センター） 

PMDA 相談含め、ユニークメディカルを中心としたコンソーシアム体制構築を早急に進め、PMDA

相談に向け動くこと。非臨床試験立案には、論点の整理と十分な理論武装をすること。 

製品の有効性評価については、動物実験のみならず広い視点でラボベースでのベンチ試験なども視

野に入れ検討すること。 

⚫ 事業化コンサルティング（2020 年 10 月 15 日@AMED） 

既存製品との差分とリスク分析を進めること。また、整理した項目の中で検証や評価が実施できる

項目から取り組んでいくことで、懸念事項を順次整理していく実施方法も検討していくこと。 

概念的要求事項に対する非臨床試験等の充足性が治験の要否判断の際の重要なポイントとなるこ

とを念頭に置き、場合によっては治験も視野にいれた計画についてコンソーシアム内で議論するこ

と。 

今後の進め方として、社内検討成果が得られたところで情報を共有し、コンソーシアム内での連携

体制構築や試験方法に関する方向性の検討を行うこと。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

⚫ 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

USPTO Patent Data Base および特許情報プラットフォームで米国と国内の特許を検索したが、

粘着性のハイドロゲルを用いる生体電極はあっても、ハイドロゲル頭蓋内電極に該当する先行特許

は見つかっていない。PVA ハイドロゲルについては 80 年代から研究されており、製造法は公知の

事実である。カーボンと PEDOT を組み合わせた電極についても電池の開発等で 2000 年始めから

研究されており、公知の事実となっている。 

⚫ 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

特願 2019－560608（特開 WO2019/124566）「電極体、電極体の製造方法」（東北大学）の応用特

許として頭蓋内電極としての構造や製造方法の工夫を細かく権利化していく予定である。 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

頭蓋内（硬膜下）電極に取り組む企業は国内に無く、海外でも少数派であるので、模倣品の発見や

特許侵害の追求は容易と考える。 

 

 3) 開発戦略検討状況  

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

ユニークメディカルは頭蓋内（硬膜下）電極の開発、製造の経験があり、従来品の技術や製品要求

課題を利用できる点ではリスクは少ないが、製品化となるとフィージビリティスタディから引き継

いだ仕様、材料構成、製造法を練り直す必要があり、検討に時間が掛かるというリスクがあった。

従来品を元に基本仕様を絞り、それについて試行錯誤を重ねながらも、形状、構成、製造方法を決

めて行き、第一次試作を終了することが出来た。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 
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ハイドロゲル電極は体液透過性があり、表面だけでなく内部の部品についても生物学的安全性が求

められるため、血液体液接触部分のすべての構成部品について、細胞毒性や遺伝毒性等のスクリー

ニングで安全性を確認しながら材料選定を進めた。 

動物実験の予備試験としてブタを用いた脳波検出や電気刺激による MEP（運動誘発電位）モニタ

リングでの有効性、安全性確認を行った。 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

既存製品と同様の供給体制で対応ができることを確認できている。 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

既存製品と同様の供給体制で対応ができることを確認できている。 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

既存製品の QMS 体制はすでに構築されているが、本開発品が追加したことによる設備管理・製造

管理等の再構築は不可欠であり、委託製造先の QMS 再構築の取り組み、状況確認等を積極的に実

施できた。今後は、使用設備・製造工程等が確立後、QMS 体制の再確認を行っていく予定として

いる。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

① 生体内使用前例が確認出来ない材料の使用 

② 臨床試験無しで有効性安全性を担保すること。 

① PVA ハイドロゲルの体内使用前例は海外製

品にあるが、国内承認品には見当たらない。

来年度始めに PMDA 全般相談で前例の要否

を確認する。 

② 前の東北大による開発前相談で要求された

評価事項について、企業として別途確認が

必要かを全般相談で確認して進める。プロ

トコル相談で臨床試験なし承認の可否を確

認する。 

知財 

① 既存特許への抵触の有無 

② 出願済み特許の請求範囲外の考案、ノウハウ 

③ 協力部材企業との間の考案技術の扱い 

① 海外、国内とも現時点で有効な同内容の特

許は見当たらない。特許検索サイトや特許

事務所を使って、新たな類似特許が無いか

継続的に調査する。 

② 基本特許をベースに開発過程で出てくる

色々な考案をまとめて特許申請を検討す

る。更に PCT 出願も考慮する。 

③ 秘密保持契約により、互いの権利を明確に

する。 

技術・

評価 

① 一次試作品の操作性等の官能評価に対するハ

イドロゲルの柔軟度や強度等の改良対応 

② 臨床使用上の評価と InVitro 評価の相関性 

③ 試験検査評価基準の確立 

① 一次試作品を用いて医師に臨床的立場で目

視と感触による評価をしてもらい、求めら

れるハイドロゲルの硬さ、柔らかさ、耐用

性に対応するために、ゲルの配合や成形条

件を検討する。 

② 非臨床評価のためのベンチテスト計画に備

えて、臨床医に頭蓋内電極の使用環境、使

用状態、使用ハザードを聴取し、反映する。 

③ 従来品との比較や臨床現場での状況を考え

たシミュレーションを通して、評価が必要
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

と考える試験検査とその合否基準を決めて

行く。 

その他

事業化

全般 

① 医療現場の従来品の慣れによる、新種切替えへ

の抵抗 

② てんかん治療の低侵襲化志向 

③ 使用上の不具合発生 

① 現場では今の製品でも問題無く使えている

と言われることを想定して、安全性や操作

の簡便性、コストパフォーマンスの良さを

訴えると共に、分担医療機関からの学会発

表で認知度を高める。 

② SEEG※の国内普及にはかなり時間がかかり

そうであり、本品を早期に製品化すること

により、市場での地位を確保する。 

③ 販売後は使用される施設と連携して監視体

制を強化するとともに、社内 GVP、QMS 体制

による対応に注力する。 

※多数のカテーテル型の深部電極を頭蓋に開けた穴から脳内に通し、3 次元的にてんかん焦点を探る方法
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1.6 令和 2年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

昨年度までの構想設計、フィージビリスタディを引き継ぎ、３年後の医療機器承認申請を目指すため、今年度はハイドロゲル頭蓋内電極の製品

化フェイズに差し掛かる。 

医療機器としてのリスクマネジメントおよび機能、性能、安全性等からの要求仕様をまとめた上で製品化設計を開始する。 

量産工程を意識しながら、安定な品質と高い生産効率を確保するための製造方法の検討を進め、これを設計に反映する。 

一次試作を実施し、動物実験で基本的な有効性を確認しながら設計仕様を固める。更に、この過程で確立した作り方を製造ラインに移すための

準備を進め、加工組立治具の作成、ゲル化設備や加工装置、検査機器及び装置などの導入検討を行う。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

ハイドロゲル頭蓋内電極 導電有機材シートを電極として配列しハイドロゲルで覆った主要部と、これに繋がるケーブル、接続用端子を 

一体化した脳波用電極を滅菌バッグに封入し、滅菌したもの。電極数：～64 極 

 

(3) 令和 2年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 2 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

① 製品開発・評価 

1) 製品要求仕様の確定 

（ユニークメディカル） 

要求仕様書作成 

令和 2 年 9 月 

要求仕様書 

 

 

 

 

 

 

2)製品化設計 

（ユニークメディカル） 

①電極寸法、配列密度検討 

②ゲル-電極一体化構造検討 

▶ 

【進捗 70％ ○】 

1)コロナ感染拡大の影響で遅れていたリスク分析

や低減策等のリスクマネジメントは、年度末近

くに分担機関の臨床医との対面が可能になり、

かろうじて纏めることが出来たので、一次試作

に備えて要求仕様書を作成した。 

 

 

 

 

 

 

2)製品化設計においては、有機電極にふさわしいカ

ーボンナノチューブの採用を検討してきたが、要

求する性能が得られなかったことと、健康に対す

る危惧意識が解消されていないことから断念し、

▶ 

 

1)一次試作評価結果より、より具体的で詳細な

製品要求事項を確認する。 

また、電気的、物理的性能を評価し、規格値

や許容範囲、組立手法、設計仕様、使用材料

を決める。 

in vitro, in vivo 慢性留置評価方法につい

て、来年度に予定されている製品の有効性及

び安全性の説明を目的とした動物実験実施を

見据え、引き続き連携しながら予備実験、本

実験方法を検討する。 

 

2)各素材候補についても特性比較を行い、使用

材料を絞り込む。 
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令和 2 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

③ゲル柔軟性、強度等仕様確立 

④電極-リード配線形状設計 

⑤コネクタ部構造設計 

令和 2 年 11 月 

試作仕様書 

 

（東北大学） 

機能・性能・安全性 

①ハイドロゲル仕様 

②有機電極仕様 

③ゲル電極部-リード部仕様 

④ゲル電極慢性留置安定性 

⑤試作仕様決定：電極構成、 

リード接続方法等 

令和 2 年 12 月 

実施評価報告書 

（東北大学病院) 

（国立精神・神経医療研究センター） 

製品化設計工程の折々に作成するサンプ

ル、及び一次試作品について官能評価し、

臨床的立場で改善を指示。 

令和 3 年 3 月 

評価結果の記録 

3)一次試作 

（ユニークメディカル） 

①手作り試作 

②試作品評価 

令和 3 年 3 月 

一次試作評価報告書 

（東北大学） 

①手作り試作 

②性能評価：電気的特性、機械的特性 

令和 3 年 3 月 

実施評価報告書 

（MEF） 

中間製品までの試作協力・自社技術を投

カーボンペーパーと白金線を用いることとして、

本品の代表的仕様を決定した。 

 

 

 

 

 

ハイドロゲルの形成条件や残留成分を除去するた

めの洗浄条件についても、暫定的ではあるが決定

し、それで一次試作に臨むことにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

分担機関の臨床医に、一次試作品について、官能評

価、使用シミュレーション等で評価して貰った。 

 

 

 

3)一次試作はユニークメディカル、東北大学工学部

で、それぞれの作り方で実施し、試作品に対する

感触や操作性を臨床医に評価してもらうことで、

次のステップに進めることにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3)官能評価結果や使用シミュレーション等で

の評価結果から、必要な改良を対応しなが

ら、二次試作の開発と製品仕様を決定する。 
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令和 2 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

影した製造工程検討 

令和 3 年 3 月 

実施評価報告書 

 

 

4)製造工程及び省力化検討 

（ユニークメディカル） 

①電極加工工程簡略化 

②ゲル化工程簡略化 

③電極配置、配線省力化 

④導線-コネクタ接続省力化 

⑤工程試験検査方法確立 

令和 3 年 3 月 

製造手順書 

（東北大学） 

①ゲル形成方法の確定：工程・工程効率

化 

②電極配置・配線方法の確立 

令和 3 年 3 月 

実施評価報告書 

（MEF） 

製造環境の確認や現場の状況について調

査協力、現状の問題点抽出と省力化に向

けた検討をユニークメディカルと共に実

施。 

令和 3 年 3 月 

検討・調査結果資料 

 

 

5)量産工程の確立・設備導入 

（ユニークメディカル） 

導入器具・設備の検討、見積り 

令和 3 年 3 月 

検討・調査結果資料 

（MEF） 

ゲル電極量産に向けた課題の検討 

 

 

 

 

 

4)製造工程と省力化の検討は継続的に進めたが、水

を含むハイドロゲルの特殊性から、電極の配置、

組み立て、配線では従来の方法が通用出来ず、接

着の安定性など、一つ一つの確認が必要であり、

試行錯誤の積み重ねで、予想どおりに進まず、省

力化装置の採用までは至らなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)ほぼ使用を決めている装置、器具については、試

し加工や現物確認をし、基本的には当初に決めた

製造工程案を元に、導入予定装置のメーカーに打

診、性能確認などを行い、一次試作の工程も参考

にしながら導入を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

4)基本的には当初に決めた製造工程案を元

に、導入予定装置のメーカーに打診、性能確

認などを行い、一次試作の工程も参考にし

ながら導入を進める。省力化のための一部

の装置は、確認や手配に時間が掛かるため、

来年度の導入となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)量産工程におけるハイドロゲル成形のため

の冷凍、解凍設備やクリーンルームの導入

については引き続き検討する。 
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令和 2 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

導入器具・設備の見積り 

令和 3 年 3 月 

検討・調査結果資料 

導入設備の見積書 

② 非臨床評価 

（ユニークメディカル） 

1)リスクマネジメント 

自社 QMS での設計管理プロセスに則った

管理と運用・リスクマネジメントの実施 

令和 3 年 3 月 

設計審査記録 

リスク分析結果記録 

 

 

 

 

（ユニークメディカル） 

2) 生物学的安全性試験 

3)滅菌バリデーション 

量産製品を見越した使用材料・部品を用

いて、両試験のプレチェックを実施 

令和 3 年 3 月 

各試験の結果報告書 

 

（東北大学） 

（東北大学病院） 

4)動物実験 

東北大学、東北大学病院と共同実施 

相似モデルを動物頭蓋内に 1 ヶ月間埋植

し、性能、品質の安定性を確認。 

令和 2 年 12 月 

動物実験評価報告 

▶ 

【進捗 80％：○】 

 

1)リスクマネジメントを実施し、製品要求仕様書

に反映した。設計仕様書作成、設計審査につい

ては 1 次試作評価結果によるため遅れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)3)量産製品を見越した使用材料について、生物

学的安全性試験のプレチェックを継続実施中

である。 

 

 

 

 

 

 

4)12 月に東北大学病院にてブタを用いた実験を実

施し脳波検出と電気刺激実験を行い、性能、安全

性に問題が無いことを確認した。 

ブタでは 1 ヶ月の留置飼育は難しいため、慢性移

植実験は実施していない。 

▶ 

 

 

1)1 次試作の評価を元に改善策を組み込んだ

製品設計仕様書を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)3)使用材料の変更や改良ごとに、引き続き細

胞毒性試験、遺伝毒性試験および滅菌照射

テスト、無菌試験を実施し、生物学的安全

性試験や滅菌バリデーションに備えて製

品開発進める。 

 

 

 

 

4)PMDA から求められている、本品の有効性・

安全性の説明をするための動物実験実施方

法の検討を、連携を取りながら引き続き行

う。 

③ 薬事戦略 

（ユニークメディカル） 

1)体制再構築 

製造委託を予定している(株)MEF の QMS

▶ 

【進捗 100％：○】 

 

1)対面訪問が難しい状況のために、オンラインやメ

ールのやりとりによって、問題点や QMS 体制の課

▶ 

 

 

引き続き、オンラインによる打ち合わせを行い

ながら、（株）MEF と協同し体制再構築に向け
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令和 2 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

再構築の検討や課題の抽出、改善への取

り組みを実施。 

製造環境の確認や現場意見を集約し、必

要設備等の調査を実施  

令和 3 年 3 月 

(株)MEF の QMS 文書 

調査結果記録 

（MEF） 

自社 QMS 体制をユニークメディカルと共

に再検討し、課題の抽出、改善への取り組

みを実施。  

令和 3 年 3 月 

(株)MEF の QMS 文書 

調査結果記録 

題抽出・改善内容の取り纏め等を詰めしながら、

双方で共有認識を高め、再構築時の QMS 関係の書

類素案の作成に取り組んだ。 

製造環境ついても、オンラインで製造工程及び省

力化検討及び量産工程の確立・設備導入の取組み

状況を確認しつつ、導入にあたって問題無いかの

調査や設備選定の協同、現場とのやり取りなども

実施した。 

て取り組み、また、QMS 体制や製造環境の見直

しを出来るところから進めて、対面可能になっ

たときに訪問して話し合いや確認を実施する。 

 

PMDA 簡易相談および対面助言相談を早期に準

備して申請する。 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

感染対策としての自社就業時間の短縮や在宅勤務が増えたことにより、実験

と試行錯誤、試作、工程開発の時間が減り、実質的な製品開発進捗に支障を

来した。また、コンソーシアム内や材料メーカー、装置メーカーとの対面打

ち合わせが出来ない影響で、ハンズオンの仕様確認や材料改良、加工方法等

の検討が進まず、初年度の開発予定につまずきを生じた。 

オンラインミーティングが通常化し、馴れては来たが、感触的な評価や装置

の使用方法の習得などでは対面で無いと伝わらないことが多いので、前倒し

机上案をオンラインで練るとともに、感染が落ち着いた時を縫って対面で確

認する。 

 

(5) 令和 2年度の到達点（総括） 

今年度はフィージビリスタディにおける製造方法検討と試作品による性能評価の実績を引き継いで、ハイドロゲル頭蓋内電極の有効性、安全性を

確保して医療機器化する製品化フェイズの第一段階であった。 

あいにく対面でのコンソーシアム内の話し合いや質疑が出来ず、医療機器設計の開始に必要なリスク分析が難しかったが、従来品の経験を生かし

ながら何とか実施する事が出来、製品要求事項に纏めた。設計と製造工程構築は表裏一体で、製品仕様を満足し、しかも作業性が良く量産可能な部品

構成や使用材料を選定するまで多くの試行錯誤を重ねたために進捗は停滞気味であったが、臨床医の官能評価の供する第一次試作を終了することが

出来た。薬事戦略については、量産化の見通しが立った時点で PMDA 相談することを想定していたため、QMS 体制の見直しに着手したのみであっ

た。臨床試験ありなしに関わる評価プロトコルの PMDA 相談については来年度早々に開始する予定である。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 

 

 

(2) 令和 2年度補助事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

過去の事例や事業家コンサルを通して補助事業の進め方を十分に理解し、早い段階でコンソーシアム

メンバー内の統率、役割分担、コミュニケーションを確立してプロジェクトを進めていれば、より速やか

な対応策や方針決定等が可能であったと考える。 

 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 △一部
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 △一部

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 該当せず
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 △一部
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 △一部
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ×不十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 該当せず
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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 2) 事業の進め方 

弊社の経験に基づく PMDA 相談に関する考え方の違いから、開発着手の早期に相談すべきところを先

送りにしてしまったこと、コロナ禍により各機関の制約等により対面での打ち合わせや技術的なやり取

りなどができず、なかなか思うように開発が進まなかった点等が事業進捗に影響している。そこで、オン

ラインによる打ち合わせで早期に役割分担を決めるとともに、その進捗確認の頻度を増やすことで、責任

範囲が明確になり、より進捗がスムーズにすることが出来たと思われる。 

理想を追いすぎて、材料の選定と特性改善から最終選定に至るまでに、かなり時間がかかってしまった

ことが進捗に影響を及ぼしたと感じている。 

 

 



 

15 

(3) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

有機物電極：電極およびリード線を有機材料 

とし、MRI 適合にする。 

リード線をカーボンファイバーから白金線

に変更 

カーボン線は太く切れやすく、カーボンナノ

チューブは電気抵抗が高いため、MRI への

影響が小さく抵抗の低い白金線にした。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

変更なし   

事業化体制 変更なし   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

QMS 体制再構築に注力し、PMDA 対面助言

を R4 年度に設定 

R3 年度の早期に PMDA 相談に着手できる

よう、東北大との連携等強化に取り組む 

事業化コンサルのアドバイスによる。 

 

(4) 有識者委員会･事業化コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 承認申請に向けて開発ステップごとに PMDAの意向の確認が

必要。 

対面助言相談を早く申し込むこと。 

全般相談で、前の PMDA 開発前相談で提示された概念的要求事項と臨床デ

ータ要否の回答の継続性を確認する。概念的要求事項に答える試験プロト

コルを早期にまとめ相談する。 

知財 なし  

技術・評価 未だに材料の選定が終わっていない 電極から引き出すリード線は有機材料にこだわらず、従来品と同じ白金線

を用いた場合に MRI への影響が無いことを調べる。カーボンナノチューブ

採用の医療機器の有無を調べる。 

その他事業

化全般 

東北大との連携が足りない オンラインミーティングを増やすとともに、PMDA 関係は東北大病院

CRIETO に相談し連携を高める。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

最も重要な原材料の選定が未解決である。従って、事業化コンサルやPS/PO

との面談を通じて明確にした東北大学・ユニークメディカル各々の取り組む

べき内容や作業分担、計画について3月19日までに課題評価委員長の承認を

得ること。 

理想の材料は求めつつも、現段階で使用できる原材料を選定して安全性を確

保し、承認申請を目指している。 

ハイドロゲル形成条件等の研究的要素や臨床経験に基づく製品評価や助言、

動物実験、PMDA への対応など、各分担期間の得意分野について、より分担を

明確にし、コンソーシアム内会議を増やして分担意識を高めている。 
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1.8 令和 3年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 3年度の事業概要 

令和 4年度の特定臨床研究、製造販売承認申請に備えて、「ハイドロゲル頭蓋内有機物電極」の製品実現化がテーマとなり、昨年度の製造工程およ

び製品仕様の検討、一次試作結果を踏まえての最終製品の仕様の確定と量産に向けた各種検討と準備を進める。 

また、これに並行して有効性を説明するための物理的特性評価と動物実験と、安全性や品質確保のための生物学的安全性試験等の非臨床試験、滅

菌バリデーション、保存安定性評価の実施をする。 

許認可戦略では、早期に PMDA相談の実施と製造販売業及び製造業における品質管理体制（QMS）の再構築を進める。 

 

(2) 令和 3年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①製品開発・評価 ユニークメディカル 一次試作評価の結果から、設計仕様をまとめ仕様を確定させる。さらに二次試作及び

量産試作に着手する。 

並行して製造に係る課題解決を図りながら製造工程の構築と省力化検討を行い、量

産工程の確立、必要設備導入を完了させる。 

東北大学大学院工学研究科 製造後の長期保存や中期埋め込みにおける安定性を確認するために材料安定性確認

試験（加速試験）を実施し、電極インピーダンス計測等で経時変化の有無を評価す

る。 

更に、二次試作に向けた品質検査法や性能規格等の設定、量産製造向けた加工条件の

検討と生産工程の効率化や品質の安定化検討を実施する。 

②非臨床評価 ユニークメディカル 安全性や品質確保のための生物学的安全性試験等の非臨床試験、滅菌バリデーショ

ン、保存安定性評価の実施をする。 

③動物実験 東北大学病院 

東北大学大学院工学研究科 

製品の有効性・安全性を示すデータを収集するため、PMDA 相談等による妥当性確認

後、ラット及びブタの動物実験を実施する。 

④官能評価及び製品仕様の助言 東北大学病院 

国立精神・神経医療研究セ

ンター 

製品化に向かっての仕様固めのために、試作前の情報提供と二次試作品や量産試作

に対する臨床的立場からの官能評価、製品仕様、品種等への助言を行う。 

⑤仕様・要望調査 国立精神・神経医療研究セ

ンター 

電極数、形状の選択肢及び表示やマーカー等の附帯機能など、製品仕様の絞り込みに

必要な臨床的情報収集のために、学会会員（日本てんかん学会、日本脳神経外科学

会、日本臨床神経生理学会）の医師を対象に、臨床上のニーズ、期待される仕様、既
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項目名 実施主体 具体的な内容 

存製品の利用状況を調査する。 

⑥許認可戦略 ユニークメディカル 

東北大学病院 

確認すべき事項、実施予定の試験計画、準備するべき添付資料など、全般相談や各種

対面助言等を実施し、PMDA の見解を確認しながら開発を進める。 

⑦製販業・製造業の QMS 再構築 ユニークメディカル 

MEF 

新たな医療機器品目の追加、設備の導入に伴う QMS 体制の再構築（修正・追加対

応）を展開し整った段階で、製造販売業であるユニークメディカルが製造委託先の

(株)MEF へ調査を実施し再構築状況を確認する。 

⑤知財戦略 ユニークメディカル 

東北大学大学院工学研究科 

販売後の同類競合製品の上市を抑えるために、 製品や製造工程の開発過程、及び試

作品評価等で得られた考案を周辺特許、製法特許として確認・発生の都度に出願す

る。 

⑥販売戦略 ユニークメディカル 開発品単独での保険適用に向けて厚労省医政局経済課に相談し、見解の聴取や保険

適用の方針を決める。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ユニークメディカル 

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町 1-13-5 

電話: 03-3480-6305 / FAX: 03-3480-6303 / E-mail: h.akimoto@unique-medical.jp 

 

 


