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1. 事業の概要 

専用の装置が開発されたことから、世界でいち早く診療に血管内皮機能 FMD 検査を採用した日本にお

いて、次に FMD 検査で要求されている、検査時間の短縮を実現させた国内臨床検査市場向け短時間 FMD

検査装置の製品化と、先行する国内販売のために薬事申請を行い、国内販売がスタートできるように準

備することに加え、FMD 検査先進国としての日本から世界市場への検査技術の市場展開に向け、医療先

進国の欧米における FMD 検査実用化への再認識と、その普及のための拠点作りを目的とする。 

 

 

 

検査時間を大幅短縮したFMD検査装置の開発・海外展開

血管の健康診断をより身近に
株式会社ユネクス、豊田通商株式会社、国立大学法人名古屋大学、国立大学法人広島大学

H28-043

健康診断で血管の健康チェック

生活の豊かさで心血管疾患が増えている

株式会社ユネクス：会社の紹介・事業展開

 世界の死亡の1／３は心血管疾患が要因
 心血管疾患は先進国、新興国の大きな経済損失
要因

 心血管疾患予防が世界の課題
 リスクが早期に判れば生活改善で予防が可能

 心血管疾患リスクの始まりは血管内皮機能低下
 病院の検査室でしか受けれなかった血管内皮機能

FMD検査を健診で実現
 座って3分で検査完了（従来ベッドに横になり15分）
 血管の健康状態を数値化し、健康維持の指標に

Class Ⅱ

世界初の血管機能FMD検査用装置を開発、販売、この分野で
現場ニーズをもっともよく知る企業、国内トップシェア。
FMD検査先進国日本発信で、世界にFMD検査を普及させ、心
血管疾患を予防、患者を減らす一翼を担う。

写真１

写真2

平成28（2016）年10月時点

病院検査から健診検査へ

ベッドで15分 座って3分

ＵＮＥＸ（ユネクス）は
UNEX pective
(思いもよらぬ）
製品を提供する会社
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1.1 事業の目的 

(1)課題 

心血管の健常性維持や疾患発症において、血液の流れや成分あるいは血管の動きを感受し、血管を正

常な状態に維持する働きを持つ血管内皮機能の関与が注目されるようになった。生活習慣病の早期発

見・早期治療の観点から血管内皮機能検査を血管の健康診断手段として活用することが、近年盛んに検

討されている。血管内皮機能検査の 1 つである FMD(Flow Mediated Dilation)検査は、血管内皮から産

生される NO(一酸化窒素)によっておこる、血管平滑筋の弛緩に伴う血管径の拡大率を指標として、血管

内皮機能を非侵襲的に評価する手法で、国内では欧米に先駆け保険収載も認可され、臨床適用が開始さ

れている。 

その一方、FMD 検査は汎用超音波画像診断装置を使ったマニュアル手技の検査であるため、専門技師

が必要・検査に時間がかかるという事で、現時点では医療機関に未だ広く受け入れられていない面もあ

り、さらに多数の人々を対象とした健康診断で活用していくことは難しいとの課題が指摘されている。 

(2)解決策 

専門技師が必要、検査に時間がかかるという FMD 検査の課題を解決していくため、自動化機能を一部

取り入れ、扱いが簡便で検査にかかる時間を 3 分程度に短縮した新しい装置を本事業で開発する。 

海外展開は、新たに成長している海外の健診市場をターゲットとすることで、FMD 検査機器のシェア

を確保することが期待できるためである。そのため、海外の医療現場で KOL を中心に、操作性の煩雑さ

から適用が避けられている FMD 検査の再認知・普及を進めつつ、臨床でも FMD 検査情報が共有される

グローバルな基盤づくりをあわせて進めていく。 

(3)薬事、上市計画 

国内用装置と海外用装置は共通して開発を進めていくが、海外用の規格試験やドキュメント作成など

に時間を要するため、海外に先行して平成 29年 3月までに臨床検査市場向け装置の国内薬事申請を行い、

平成 29 年 6 月の国内上市を目指す。 

米国 FDA、欧州 CE マークへの申請時期を各々平成 30 年 3 月とし、平成 30 年 6 月の上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ユネクス 

PL： 益田 博之（株式会社ユネクス） 

SL： 見邊 守（豊田通商株式会社） 

共同体： ①豊田通商株式会社 

  ②国立大学法人名古屋大学 

  ③国立大学法人広島大学 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 画像診断装置 クラス分類 

日本：クラスⅡ 

欧州 MDD :Class Ⅱa (EU離脱後

の英国：不明）、      米国

510k :Regulatory Class II 

製品名 ＵＮＥＸ ＥＦ３８Ｓ(予定) 分類名称（一般的名称） 汎用超音波画像診断装置 

対象疾患 心血管疾患など 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 健診センター、健診企業 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 心血管イベントのリスク評価 

薬事申請予定者 株式会社ユネクス 医療機器製造販売業許可 23B2X10017(愛知県) 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ユネクス 医療機器製造業許可 23BZ200161(愛知県) 

株式会社ユネクス 
高度管理医療機器等販売

業許可 
名高機第 1991号(名古屋市) 

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国、英国、欧州、中国、東南アジア 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 1月 

平成 30（2018）年 3月（米国） 

平成 30年(2018)年 7月(欧州) 

 

上市時期 平成 29（2017）年 10月 

平成 30(2018)年 6月（米国） 

平成 30年(2018)年 10月(欧州) 

 

想定売上（上市後 3年目） 3.8億円／年（平成 32（2020）年時点） 5.5億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 
50.0億円／年（平成 32（2020）年時点） 

現行市場に基づく見込み 

80億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場全体の見込み 

想定シェア（上市後 3年目） 7.6％（平成 32（2020）年時点） 6.8％（平成 33（2021）年時点） 

 

※日本の薬事申請はコンソーシアム内の協力体制がうまく働き、予定よりも 2 か月前倒しで申請ができた。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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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 

(A)国内 

FMD 検査への臨床現場からの要求（時間短縮、場所の問題改善）への対応による検査市場の拡大と、

予防医療に向けた健診市場への市場拡大 

  クリニック：時間、場所、人材の制約を受ける環境に適合し、結果の即時性 

  病院検査室：検査技師の負担の軽減 

  健診センター、健診請負企業：検査対象数への対応 

  治験会社：治験の為の短期間でのデータ数確保 

  製薬メーカ：薬効治験における大量データの取得 

  食品会社：食品成分の効果証明の為の大量データの取得 

(B)海外 

 先進国、新興国における予防医療への関心の高まりの中における健診市場へ参入 

  健診センター：法人向けサービスの増加 

  人間ドック：同上 

  製薬メーカ：既存薬における血管内皮保護の効果の確認、心血管イベント予防の指標 

  食品メーカ：食品成分の血管内皮保護効果の検証 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 
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WHO の報告では世界の死亡要因の 60%が主に生活習慣病でなくなり、内全体の 30%にあたる死亡要因

は心血管疾患である。また疾患発症や患者死亡などにこれ伴う経済的損失も見積もられており、近年で

は 600 兆円に達せるとされており、今後指数関数的に増えると予想されている。こうした損失を防ぐた

め、各国予防に向けた体制作りに力を入れている。米国では Disease Management Program や Wellness 

Program を民間保険会社や健診会社などが企業や個人に提供できる様にし、この産業を海外に輸出する

動きをしている。米国内で現在 3 兆円規模の市場に成長しており、市場は欧州にもひろがりつつある。

中国においても健診ビジネスの成長は大きく年率 20％以上の伸びがあるとされ、現在 3 兆円規模になっ

ている。東南アジアではこれから成長が始まるとされている。心血管疾患のリスク指標計測として FMD

検査を位置づける様にする。国内の 1 兆円を加え健診市場として 7 から 8 兆円の市場規模が現在ある。 
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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 

① 競合企業 

（Ａ）米国 mia-llc (Medical Imaging Analysis) IOWA 大学の研究開発からのスピン 

アウト企業。 

（Ｂ）欧州 QUIPU ピサ大学、Italian Research Council からのスピンアウト企業。 

2011 年起業 

（Ｃ）グローバル イタマー社 イスラエルの企業、米国ジョンズホプキンズと組んで開発。 

 

 

② 競合商品 

（Ａ）米国 Brachial Analyzer  米国の FMD 研究のほとんど施設が FMD 検査の計測解析に使

用。汎用超音波画像診断装置で取得された FMD 検査中の画像を、取得後 PC にて

解析。エッジディテクション技術で検査時取得した血管径の変化を自動で計測し、

ベース径と最大径を求めて%FMD を計算するシステム。 

（Ｂ）欧州 FMD Studio  欧州の FMD 研究施設で使われているソフト。汎用超音波画像診断装

置から、直接 PC に画像をリアルタイムで取得し、リアルタイムで解析するシステ

ム。米国が解析時間を入れると検査時間では 1 時間程度に対し、ほぼリアルタイム

で計測できる。 

（Ｃ）グローバル Endo-PAT、左右の指先の脈波で計測するシステム。FMD 検査とは異なる部

位、異なる指標となるため PAT 検査として普及活動をしている。FMD 検査の煩雑

さと手技の難しさを、指先に差し込むセンサーの装着だけの簡便な手技を特筆とし

ている。 

 ③ 市場獲得のための障壁 

    各商品ともに著名な大学、医療機関で開発されたというバックグランドを持つのに対し、ユネ 

クスは、日本の小企業であり知名度がない。また、それぞれ既に市場での実績があり、支援施 

設、支援研究者を持っている。国内の施設から 150 を超えるユネクス社製品による FMD 検査 

を使った研究論文報告があるが、欧米で読まれていない。日本の技術の高さ、その信頼性など 

を論文や実地によって広く認知してもらう必要がある。 

操作の煩雑さ、むずかしさから FMD 検査導入意欲が以前にくらべ落ちてきていると聞いている。 

 

 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） 

比較表 

 
 



 

8 

① 販売戦略の差異 

Mia-llc、QUIPU の製品販売戦略では、すでに普及している汎用超音波画像診断装置を使い FMD 検査

を実施できることから、既存市場の付加機能として参入している。一方、イタマー、ユネクスの製品販

売戦略は、専用装置として検査に必要な要素は一体化し、血管内皮機能検査という新市場の立ち上げを

行いながら、パイオニア企業としての地位確保を目指している。前 2 社は附帯される装置の性能および

下記に記す操作者の技量に測定の可否ならびに精度が左右される。一方後者 2 社は専用機として性能は

安定して得られる。 

 

② 操作の簡便化 

 Mia-llc、QUIPU、ユネクス製品は血管内皮機能検査のゴールドスタンダードである FMD 検査向けに

開発されている。超音波血管画像から血管径を計測する為、ただしく血管画像を描出する必要があり、

マニュアル操作では熟練された技術が操作者に求められる。ユネクスはこの熟練者の技能を画像解析と

アクチュエータ付のプローブホルダーを開発する事で解消し、操作の簡便化、自動化を図っている。 

付加機能とした場合、プローブ位置などのコントロールするための器機開発が必要になり、かつ医療機

器として本体メーカ側で再度医療認証申請する必要があるなどの障壁があるため、自動化などで操作の

簡便化を図ることが難しい。 

一方、イタマー製品はより簡便化を図るために、計測部位を上腕から指先に換え、異なる反応を代替

指標とすることを行っている。指センサーを装着するだけの操作で計測できるため、だれでもが計測で

きる装置となっている。ただし、ゴールドスタンダードの FMD 検査で蓄積された知見と異なるために、

独自にその医学的有用性を証明していく必要がある。 

 

③ 検査時間 

血管内皮機能検査では、血管内皮に血流増大による刺激を加え、その反応を計測する。このため、反

応に十分な刺激を得るために、計測部位である腕部をカフによる止血で、カフ部の上流、下流間の血圧

差を作りだすため 5 分間ほど止血時間が必要とされている。検査時間 15 分の 1／3 を占め、かつ、被験

者には苦痛である。ユネクスではこの刺激方法を工夫し、同程度の刺激を短時間で加えるようにし、検

査時間を 3 分に短くすることに成功している。 

 また、従来検査時間が長い為、仰臥位で行っていた検査を、検査の短時間化で座位でも行えるように

している。 

 

血管内皮機能は血管の保護を司る重要な器官であり、その機能不全が心血管疾患の発症要因になる事

が分かっている。FMD 検査は血管内皮機能検査のゴールドスタンダードとして多くの知見蓄積がある。 

リスク評価であり確定診断ではないことから、予防医療領域でこれからの活用が期待されているが、

検査の煩雑さ、難しさ、検査時間の長さが、健診への広がりの妨げになるだけでなく、検査市場におい

ても敬遠されている。短時間、自動化検査が実現することで、検査の有効性が活用される場を持つこと

になるが、ユネクス製品が最も近いポジションに現在立っている。
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）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
松本教授(名古屋大学）のもと
短時間化の基礎試験

試作機開発・改良
【製品名】短時間ＦＭＤ検査
装置

量産機開発
【製品名】
UNEX EF18S

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

基礎研究
試作開発
従来法との比較試験

日本の薬事申請はコンソシアム内の協力
体制がうまく働き、予定よりも2か月前倒し
で申請ができた。

国内薬事申請まで計画通り進んだが、認可
までには時間がかかった(10月認可）ため上
市時期を実績にあわせ10月に変更する。
欧州においてはビジネスパートナーが決まり,
欧州においてはドイツを中心にKOLとの人脈
作りがはじまり、30年度のパートナー企業選
定を前倒しで実施した。

量産機製作
製品化、国内薬事申請
海外FMD検査市場の状況調査
（FMD検査KOLコンタクトによる調査）
パートナー企業候補探し
販売戦略立案
ＦＭＤ反応効率化のための理論・試験検討
と知財化
従来法との相関性治験検証

国内薬事認可
国内上市と広報に向けKOLへの認知活動
欧米販売のためのエビデンスづくり
(マスデータによる相関性の確証）
海外KOLによる検証試験と認知活動
海外薬事用装置製作
米国薬事申請に向けた資料作成
海外要求仕様の調査
パートナー企業候補リストアップ
欧州ビジネスパートナー契約
海外健診事業への採用活動
AMED事業の終了

AMED事業終了に伴い計画を見直す。

顧客情報による装置改善
品質マネジメント管理
国内外販売活動

顧客情報による装置改善
品質マネジメント管理
国内外販売活動

試作品製作
従来法との比較試験
社外臨床(ボランティア）

国内製品の公開、販売活動、顧客情報収集
学会などでの広報活動
広報資料作成
顧客情報を基にした国内器機仕様の改善対
策

健診事業への採用活動
研究グループとの協業（診療報酬化に向け）
欧州ＣＥマーク申請に向けた書類作成
中南米市場調査と販売戦略立案
中国、韓国、東南アジア販売戦略立案
国内外販売活動
顧客情報を基にした装置仕様の改善対策
品質マネジメント管理

顧客情報による装置改善
品質マネジメント管理
国内外販売活動
多人種データの収集と臨床適用に向
けた標準値作り

顧客情報による装置改善
品質マネジメント管理
国内外販売活動

試作機を基に改善

点抽出

改善作業

国内申請用装置

臨床

データｋ

安全性

音響など

国内薬事申請

マスデータ

海外データ

国内上市

国内外の情報のフィー

ドバックによる改善

パーツ、ソフト開発

国内薬事との

差分、改善部

分の追加資

料準備

米国薬事申請

ＱＭＳ品質マ

ネジメントシス

テム ＱＭＳ

品質マネジメント管理

適正刺激コント

ロール方法の

理論・試験検討

試験による知見をもとに方法論での知財権

知財防御の為、その他のコントロール

条件の試験検討

周辺特許

市販後の市場クレーム、顧客要求

などに基づく改善海外申請用

装置

関連特許調査

欧米販売戦略立案

欧米KOLコンタクト

(NAA,Artery,など）

パートナ企業探索

国内ＫＯＬへの認知活動(血管不全学会公

開） 海外ＫＯＬへのコンタクト（POA, NAA, 

Artery他) 米国内研究グル―プ協業（CPT 

Code取得に向け） 英国研究グループ協業

（NHS採用に向け） 仏国研究グループ協業

パートナー企業の選定

海外多人種データ収取と標準値作成 FMD手法間の相関性の検証 診療適用妥当性の検証

(人種間の同等性あるいは違いの有無の検証）

FMD検査の健診適用に向けたマー

ケティグ（循環器から各科適用にむ

けたFMD検査のポジショニング確

立）

国内外広報、販売活動

各国保険収載に向けた活動

品質マネジメント管理

市場要求、市場クレームに基づく器機改善

海外（米国）上市 欧州上市

欧州薬事申請 中国薬事申請
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期 ●          

上市時期  ●         

支出額（単位：億円） 2 1.8 1.3 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

 うち委託費 0.5 0.3 0.2 － － － － － － － 

 うち自己負担 1.5 1.5 1.1 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

売上高（単位：億円） － 0.5 1 1.9 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 

販売数量（単位：台） － 25 50 100 200 200 200 200 200 200 

 ② 海外 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期  
● 

(米国) 

● 

(欧州) 
       

上市時期   
● 

(米国・

欧州) 

       

支出額（単位：億円） 0.8 1 1.5 2 2 2 2 2 2 2 

 うち委託費 0.3 0.6 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.5 0.4 1 2 2 2 2 2 2 2 

売上高（単位：億円） 0 0 0.2 0.6 2.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

販売数量（単位：台） 0 0 5 20 80 200 250 250 250 250 

 ③ 国内・海外合計 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

 うち委託費 0.8 0.9 0.7 － － － － － － － 

 うち自己負担 2 1.9 2.1 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

売上高（単位：億円） 0 0.5 1.2 2.5 6.3 9.3 10 10 10 10 

販売数量（単位：台） 0 25 55 120 280 400 450 450 450 450 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

(A)国内：世界に先行する日本の FMD 検査市場では、使用場所が病院からクリニックに広がっており、

場所、検査時間の問題を解決した装置で市場を活性化していく。また、FMD 検査の市場ではなかった健

診市場を検査の短時間化により新規に開拓していく。 

(B)海外：当初は対象国の KOL への販売をし、使用実績と実用性の認知を広める。KOL の支援を背景に、

いま成長が早い健診市場に入り込む。また必要に応じて各国の保険制度での適用化検査となるよう KOL

との協力関係を構築することで導入しやすい環境づくりを行う。 

既に臨床適用の段階で世界に先行する日本の FMD 市場において、今後の市場となる、健診、人間ドック

（１兆円市場）、クリニックでは早期の回収を想定し、市場の適正価格が 200 万円前後をされている。ク

リニックを含め健診市場へ 3 万台（血管機能検査装置の市場）市場に販売活動を行っていく。 

技術のライセンス料や輸送費、手続き料などを鑑み、価格設定は国内よりも 5 割増し程度で想定する。

海外市場は、欧米と中国を含め健診市場は 6～7 兆円規模があるとされるが、欧米から FMD 検査の意義

などを KOL らからの情報発信で、比較的導入しやすくなる中国、東南アジアへも市場展開をはかり、販

売台数を確保していく。 
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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”   

① 欧米における FMD 検査地位の再構築 

  欧米では検査の煩雑さ、難しさから FMD 検査が敬遠され、より簡便な手段へとの移行が始まってい

る。国内で計測の半自動化を図った専用機器で FMD 検査を活性化できた経験を生かし、簡便装置の

紹介で、FMD 検査への関心の再加熱をはかる。 

特に、食品、既存薬の血管内皮機能改善効果が着目されており、この臨床検証に FMD 検査が使われ

るよう、指導する KOL への働きかけと、装置の貸し出しなどの支援を行う。 

これらの活動を通じ、FMD 検査を使った研究チームからの成果実績報告を増やすことで、FMD 検

査の保険収載認可へのプロセスに入れるような環境作りをしていく。 

 

② 欧米研究会への情報提供 

 国内では血管不全研究会（現 学会）へ参加する事で、積極的な情報提供やその広報を行い、参加

している国内の KOL から他の医療関係者への繋がりを作っていった。この経験を生かし、欧米の研

究会参加により同様な活動を行う事で、KOL 間を繋げて行き、面談の機会を増やすことで、企業お

よび製品の信頼度、認知度を上げていく。 

欧米では、アジア圏からも多くの医療従事者が研修、研究にきており、欧米での経験をそのまま自

国で再現する事が多い。こうした環境を利用し、アジア圏での展開のための足掛かりをつくる。 

 

③ 現地駐在あるいはパートナー企業との協業 

 拡販に伴うサポート、メンテナンス、信頼関係の維持及び情報のくみ上げには、現地のスタッフは

欠かせない。また、迅速な対応をしていくにおいて、現地の市場を知る企業とパートナーを組む事

は、企業規模が大きくない企業には有効な手段になる。販売だけでなく、機器のメンテナンス、修

理や現地に仕様を適合できるような共同開発が出来るメーカ系の企業を探し、ビジネス体制を作る。 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

①指定管理医療機器製造販売認証申請 

 2017 年 1 月 13 日：販売名「ユネクスイーエフ 38S」：医療機器センター 

②指定管理医療機器製造販売認証発行 

 2017 年 10 月 10 日：販売名「ユネクスイーエフ 38S」：医療機器センター 

 

 2) 知財戦略検討状況 

①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） 

（A）過去の文献でカフ上からカフ下の血管の超音波画像を得る事を手段とした研究がある。 

     構造的に異なり、かつ計測の自動化手段をもつことで差別化。 

（B）FMD 検査のための刺激を得る手段を明言し他の参入障壁としている。 

（C） 他のセンシング技術を想定した特許出願。 

②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 

（A） FMD 検査一連の付帯設備を一体化した形態として、その相互動作で計測の自動化を図る 

手段とした装置構成で独自性を確保し、ブランド化を図っている。 

③模倣品・侵害者が現れたときの対応 

（A）市場確保で利害が絡む競合メーカとの協業で新規参入阻止の共闘を企画。 

（B）血管内皮機能検査のゴールドスタンダードとすることで、他社の対比モデルの位置づけでと 

なるブランドを創造。 

（C）グローバルな市場における KOL とのネットワークの確保で、他社の評価拠点を確保。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

①開発リスクの明確化と対応 

（A）臨床検証における適正条件の基礎試験時の適正条件との差異の解消 

    装置構成の差異による適正条件の違いを究明し、解消。 

（B）試験数を増やすことによる装置の不具合点の解消。 

     被検者接触ヵ所の材料、構造の改善。 

（C）使いやすさの追求。 

     特に測定部位周りの構造改善と対応性の向上。 

②薬事申請に必要なエビデンス収集 

（A）広島大学における高血圧、糖尿病など心血管疾患リスク者を含むデータ収集と解析論文。 

③論文投稿 

（A）広島大学、名古屋大学の成果として共著による短時間化 FMD 検査法についての論文作成。 

 

 4) 販売戦略等 

①販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

（A）欧米におけるビジネスパートナー探し。 

 欧州においてドイツ拠点の企業と契約、米国でコンサル相談、候補企業訪問などでネット

ワークを広げているが、契約できるパートナーは現時点では未定。 

②アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 
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（A）ビジネスパートナーと２次卸先で体制作りを検討。 

（A） サテライト方式、遠隔方式の教育、クレーム処理システムを検討。 

③QMS 等の品質保証体制 

（A） ISO13485 の堅持と MDR、米国 FDA への適合性向上のためのシステム補修。 

④広報・普及計画 

(A)  欧米 KOL が集合する研究会を拠点にしたネットワーク作り。 

(B)  欧米 KOL との頻繁な接触と情報交換による信頼関係の構築。 

(C)   

KOL との信頼関係に基づく人脈を使った普及活動。 

 

 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 米国 FDA 申請後認可までの応答 

② 認可後の監査対応 

：米国 FDA510k 取得後、販売を開始（器機登

録）すると（来日）監査の対象となるため、品

質管理マネジメントシステムなどをより監査

に耐えうる。 

③ 欧州 MDR 申請に向けた準備 

① 米国コンサルのアドバイザー支援 

② 品質マネジメントシステムの適正運用 

③ 特に多人種データの提示が求められるため、

欧州における臨床データ収集と標準値作り 

 

知財 

① 収集データ管理 

② 事業内容の公開タイミング 

 

① 個人情報の管理方法に従う 

② 特許対策 

KOL 支援者の確保と先行した発表で優位化を

図る 

 

技術 ・

評価 

① 海外要求の差異への対応 

② 装置適用限界の把握 

 

① フローアップによる市場調査 

② 体格差の影響、市場展開に伴う検者のバラつ

きなど操作への影響を調査、装置改善へのフ

ィードバック 

その他

事業化

全般 

① グローバル展開時のサービス・メンテ 

② 協業先の確保 

 

① 現地ビジネスパートナー対応および遠隔機

器診断、操作インストラクション手段の確保 

② ビジネスパートナーの活動力を上げるため

の 2次卸との契約 
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1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 28 年度においては、機能仕様の妥当性をより多くの現場で検証できるよう、グローバル市場のなかで大きく先行する国内臨床検査市場向けに

短時間 FMD 検査装置の薬事申請を進め、上市の目処をつける。並行して、検査手技としての評価を得ていくために、FMD 検査の国内 KOL(Key 

Opinion Leader)のもと、試作装置にて短時間 FMD 検査装置においても従来の FMD 検査と同様の反応が観察され、検査結果が従来の FMD 検査と

相関することを確認することで、従来法と同等な検査法であることを検証する。加えて、短時間化において、経験値から決定している検査に必要な

反応を血管に短時間で起こさせる刺激方法の最適化について、現象を理論的および基礎的試験により定量化し、装置の適正操作仕様を決定する。 

一方、ターゲットとする海外市場での展開方策を探るため、まずは欧米の健診市場における FMD 検査の普及支援を担う KOL(Key Opinion Leader)

の意向を把握し、その結果を分析する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

UNEX EF18S(予定) 従来仰臥位 15 分であった FMD 検査を座位 3 分で完了させる装置 

 

(3) 平成 29 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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)製品の現場適合のための改善 

平成 28 年に実施した臨床検証や、医療関係者

から得られた情報のフィードバック、ならび

に臨床検証で判明した一部データ乖離への対

処を施す。従来法と比較し、短時間法におい

て計測結果が顕著に乖離する症例が見られ

た。 

乖離要因として「従来法における駆血中の血

管径の変化」、「短時間法におけるカフ圧降圧

中の反応の開始」という仮説を想定し、名古

屋大学で実施される要因分析とその対策結果

をもとに、実際に生じている現象を明らかに

する。 

具体的には、従来法における駆血中の血管径

▶ 

【進捗 90％：〇】 

開発した短時間法 FMD 計測装置について、臨床検

証などで報告される従来法との一部比較データにお

ける乖離の課題はあるが、計測の安全性や耐久性な

ど、必要な機能は満たしていると考え、国内におけ

る指定管理医療機器製造販売認証申請書を 2017 年

1 月 13 日付にて、公益財団法人医療機器センターへ

提出した。現在、センターからの確認、質問への応

答、改善点などの追加資料の提出をしながら、認証

を待っている。 

画質改善については有識者より、超音波画像の場合

は理論だけでなく、経験的な知識が画像生成には必

要とのアドバイスをいただき、超音波技術専門のコ

ンサルタントの指導を受け、データ補間やフィルタ

▶ 

 

臨床検証や社外検証試験などで経験した不具合

修正や、要望や提案があった簡便操作、計測に

関するアイデアをフィードバックしながらより

現場の使用状況にあった改善を加えていく。ま

た、短時間法の妥当性を広島大学、名古屋大か

ら発表される文献や学会発表を通じて、欧米の

KOL にも理解をしてもらいながら、原理に関す

る理論武装をしていく。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

変化情報の取得機能の追加や、短時間法にお

けるカフ圧操作のアルゴリズムを改良するこ

とにより、乖離の改善を確認する。多施設研

究で従来法のバラつきとして報告されている

値をもとに、2 つの方法（従来法と短時間法）

での計測結果の分散値が%FMD 値で 2％を目

安に改善の効果を確認する。 

さらに、乖離かどうかの判断をより明確にす

るため、計測誤差要因となる超音波プローブ

と生体間の介在物による画像画質の劣化改善

を、信号処理アルゴリズムの変更などにより

行う。 

また、国内薬事申請において指摘・対応して

いる安全確保のための対策を海外申請用装置

にも反映し、その効果を確認する。修正設計

した海外申請用装置は平成 29年度に新たに 4

台製作する。広島大学における臨床検証試験

の継続に 1 台、社外試験用（海外含む他施設

での知見を得るため）として 1 台を使用する。

また、社内試験や安全試験等に供するための

2 台を準備する。成果は米国 FDA 申請書類作

成に活用する。 

 （マイルストーン） 

  平成 29 年 8 月 海外申請用装置 4 台  

  平成 30 年 3 月 米国 FDA 申請書類 

リングの改良ならびに、デジタルデバイスの使い方

やその設定における改善を行い、成果を得る事がで

きた。 

マーケティング部門からの要求で左右腕の計測がで

きるようにテーブル周りに工夫を加える。 

プローブと皮膚の接触確保のためのゲルに代わる従

来から使用されているゲルパットの探索し、候補を

特定でき、汚れやすいゲルではなく少し水でぬらす

程度で計測が可能となり、より扱いやすくなった。

画質への影響はほとんどないことを確認できた。 

広島大学における臨床検証試験において、プローブ

の窓材にわずかな変形が生じている事が判明し、要

因を究明した。要因は容器内圧が下がっている事と

判明した。計測時に想定部の押しつけの際に、容器

の一部でわずかな隙間ができ、この部分で呼吸をし

ている事がわかり、容器内を大気圧にする工夫を加

えることで問題を解決した。 

同じく窓材の硬度を変えることで、画質改善にもつ

ながることがわかり、硬度の適正化を図るための試

験を行い、適正化を図った。 

2)短時間 FMD検査の臨床検証 

短時間 FMD 検査と従来 FMD 検査との比較

検証（平成 28 年度実施）において、一部のデ

ータに乖離に見られた。そこで、名古屋大学

とユネクスが検討して乖離が生じないような

▶ 

【進捗 80％：〇】 

広島大学において短時間 FMD 検査装置と従来式

FMD 検査装置をクロスオーバー法による比較臨床

試験を行った。被験者として以下を選択した。 

 

▶ 

 

健診市場での活用においては、さらにデータ数

を増やして、データベースを構築していくこと

も必要であり、複数施設でのデータ収集が望ま

れている。このため、検者の差による計測のバ
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

対策を組み込んだ装置を広島大学が使用し、

乖離抑制の効果を検証していく。 

乖離が生じないような対策を組み込んだ装置

にて従来法と同等な結果が得られることを確

認した後、臨床適用の妥当性を証明できるエ

ビデンスデータを広島大学で収集する。装置

の操作は広島大学の参加研究員が行う。具体

的には、広島大学は被験者となる高血圧、糖

尿病などの患者約 60 名を集める。また、ボラ

ンティアの健常者データも集め、患者データ

と合わせて短時間法の妥当性を検証するレポ

ートを作成する。 

ユネクスは、海外で関係づくりをした施設に

おいて同様な検証試験の実施を企画する。具

体的には、倫理委員会などへの申請、器機の

提供などで協力し、試験実施に向けた準備を

行うとともに、検証試験依頼の契約を行う。 

なお、乖離の検討に関しては、患者背景の差

異によって生じていないかどうかも別途、ユ

ネクスが自主事業で確認する。そのため、患

者の心血管疾患のリスク評価や、関係するバ

イオマーカなどに関しても情報収集を行う。 

(マイルストーン) 

 平成 30 年 3 月 比較試験結果レポート 

 海外検証試験施設との契約書 

① 通院中の、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、喫煙

などの動脈硬化リスクを保有する患者、心血管疾患

を合併している患者。 

② 性別不問、同意取得時の年齢が満 20 歳以上の患

者。 

③ 研究の参加に関して同意が文書で得られる患者。 

④ 安全に臨床研究に参加できると医師が判断した

者。 

 

従来法と短時間法との同一被験者における比較試験

では、両者間での相関が確認された。ただし、従来

法よりも計測誤差以上に低めにでる例や、高めに出

る例の両者間の乖離データも見られることが判っ

た。要因として考えられることを検討した。 

要因として、従来法と短時間法における手技の違い

により、駆血中や駆血開放中の血管反応の差異が考

えられたため、操作の最適化について名古屋大学の

試験にフィードバックをかけた。 

健常者を加えた解析データを収集し加え、従来法と

短時間法での相関性が有る事について、論文発表す

る事とした。 

 

論文記載に関係する原理説明を名古屋大学、ユネク

スの協力をもとめ作成、英文論文とするための英文

化をおこなった。 

 

名古屋大学と共著にて英文論文を完成、海外学会誌

に投稿。 

海外における臨床検証については項目④を参照。 

ラつきを避けるためにも、追尾の失敗など差異

の要因になる血管の誤認識を避けるために、血

管認識能力を向上させ、血管径変化の自動計測

精度バラツキの抑制を行っていく。 

3)製品改善の為の現象把握と動作条件検討 ▶ 【進捗 90％：〇】 ▶  
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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）製品の現場適合のための改善」での海

外申請用装置製作については、ユネクスの情

報をベースに名古屋大学で検討する降圧操作

についての改良点を反映する。検討にあたっ

ては、名古屋大学が開発済みの密閉容器型血

管反応観測装置を用い、観測する生体への加

圧や除圧が理想的に負荷される状態でカフ圧

力操作条件ごとの血管の反応状態を観測す

る。そして、従来法と同等の FMD 応答が短

時間法でも得られる外部圧力操作の動作条件

を確認する。 

上記の結果から、FMD 応答を支配している因

子を明らかにして刺激条件の定量化を行う。 

 (マイルストーン) 

平成30年3月 装置の動作条件についての検

討結果レポート 

 

 

名古屋大学における基礎試験において、駆血、開放

といった血管への刺激方法の最適化に必要な操作パ

ラメータの最適値を見つける試験を実施した。試験

においては、名古屋大学が開発・製作した、圧力可

変な密閉容器内で上腕血管の挙動を超音波画像で調

べることができる装置を使い、容器内の圧力負荷を

変えたときの血管の挙動を記録し、解析した。被験

者の上腕を容器内に入れ、上腕血管の圧力負荷を変

化させた。圧力負荷は血管を圧平している駆血時間

と、その後に駆血圧を開放する開放時間の 2 つを検

証パラメータとした。 

短時間法では刺激の基本操作として、収縮期圧より

も高い圧で血管を圧平し保持した後、一定の降圧速

度で圧力を下げる。操作するパラメータの最適化を

検討した。駆血時間（K）と、降圧時間（T）の FMD

における影響について、2 つのパラメータ（K およ

び T）を変化させ、従来法による結果と比較しなが

ら検討を行った。 

同じ被験者群において、駆血時間を長くするに伴い、

FMD 値が高くなる。要因は駆血時間延長に伴う、

駆血帯の上下流での血圧差の増加による駆血開放時

の血流の増大率の増加である。従来法と同等な結果

を得る時間設定を検討した。 

駆血後、駆血圧開放を行うが、下限値までの降圧時

間を 00 秒から 120 秒に変化させた時の短時間法に

おける FMD 値を調べた。降圧時の血管が元に戻る

過程において、高いずり応力が内皮に加わるが、上

記の駆血部の上下流の血圧差がなくなると、刺激が

終わるため、この刺激の大きさと刺激時間の積が関

連していると考え、合わせて計測し比較した。 

製作した装置で加圧時の血管径とずり応力の関

係を観測できるようになり、さらにデータ数を

増やしながら、ずり応力による刺激量と血管拡

張反応量の定量的比較を詳細に検討しながら、

短時間法で加える刺激量のコントロールについ

てさらに検討を進め、より効率の良い測定条件

をさぐる。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

以上の様な検討を踏まえ、動作条件を設定し、臨床

試験装置に反映した。 

 

また、ずり応力がどの様に刺激として作用するかを

調べるために以下のような試験と解析を行った。 

①血管径をベース径を狭小させた際の血管拡張反応

について試験を実施 

②上記試験におけるずり応力と血管拡張率の関係に

ついて解析 

ずり応力の増加分が刺激になると考えられるが、そ

の積分値（AUC）と最大位置といずれも同程度の血

管拡張率との相関がみられる。 

外部から圧迫した際の血管は、元の径の 50%程度ま

では円形を保ち縮小するが、その後は周囲長がかわ

らず楕円状に変形し、圧平する。楕円状になった際

の血流は、単一断面内で計測する超音波計測結果と

は異なるとも考えられ、容積法など別な計測方法で

も確認することにした。 

駆血による血管の圧平が不十分な場合は、血管の縮

小が小さく積分値も少なくなり、反応も小さくなる

ことから、乖離の要因として、不十分な圧平状態が

上げられた。これについて、駆血圧の追加や、カフ

のあたり具合の改善対策で、解決した。一方、刺激

量と血管拡張反応量の相関性から、従来法と、短時

間法における刺激量の差異について試験解析検討を

行った。加えて、駆血下流側の血圧低下の時定数を

調べるために測定用の特殊な装置を製作し、駆血時

のカフ下流側の腕の容量変化を計測し確認した。 

上記の事から計測が安定しやすい適正値を同定し

た。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

12 月日本機械学会バイオエンジニアリング講演会

で技術の一部成果を発表予定とし、発表内容を投稿

した。 

4)支援者（KOL）確保とパートナー企業候補探

索 

豊田通商とユネクスは、平成 28 年度の欧米

KOL との関係を手掛かりに、FMD 検査装置

の研究で関係する研究機関や KOL、研究会な

どとコンタクトし、FMD 検査を実施する医療

機関との関係性を探っていく。ユネクスは技

術開発専門会社として日本で培った FMD 検

査の学研的な価値の共有を図り、KOL との関

係づくりを進める。豊田通商は KOL との面談

企画、KOL が検査機器を採用する際の条件交

渉、実際の契約手続きで KOL との関係づくり

を行う。 

米国における KOL とのコンタクト機会とし

て、5 月には North American Artery、英国

の KOL の繋がりで得たスタンフォード大学

での FMD 検査技術の紹介、6 月には Society 

of Vascular Medicine 学会におけるボストン

大学主導のハンズオン講義での FMD 検査装

置の紹介で認知度を上げる。以降は、各研究

会、学会で関心を示した研究者とのコンタク

トを継続し、施設の訪問などで、ネットワー

クへの取り込みを試みていく。 

欧州における KOL とのメインなコンタクト

機会として、9 月にはグラスゴー大学が幹事

となる英国高血圧学会への参加により知名度

を上げる。10 月には Artery に参加し、すで

▶ 

【進捗 90％：〇】 

日本を含むアジア圏で開催される Pulse of Asia、米

国を中心とした North American Artery、欧州を 

中心とした Artery、という血管機能をテーマにした

3 つの研究会を KOL のハブ組織として考え、その間

での人脈関係を使い、グローバル展開のための研究

者ネットワーク作りを試みた。 

研究会での国産装置の展示と KOL とのコンタクト

を実施した結果、欧米で顧客になる KOL も出てき

た。国産 FMD 検査装置が、研究のための装置とし

て承認され、研究が開始され始めている。また、他

の学会での装置紹介なども企画される研究者もあ

り、今後の口コミ、研究成果発表で認知度があがる

ことを期待している。欧米の研究者は、国を越えた

人的交流が盛んであり繋がりが広く、ネットワーク

が作りやすい印象を持った。 

 

① 米国内活動 

研究施設、医療技術開発におけるコンソーシアムの

構築、ならびに論文が多く出てきている地域を選定

していき、主に東海岸から中東部を主なターゲット

場所とした。North American Artery の会合が毎年

シカゴで開催され、主なる研究者が集まりやすい場

所となっている。 

欧米中心の FMD 検査ガイドライン策定のメンバー

の一人であるボストン大学教授より、学会で企画し

ている各種関連計測装置のハンズオンセミナーに

▶ 

 

欧州ではパートナーと共に、Artery、ドイツ内

の研究会、ドイツ Cardiovascular Research 

Center、英国 NHS 医療改革施策、欧州高血圧

学会での繋がりを利用しながら、中心となる

KOL のネットワークを構築していく。また競合

と協業することで、欧州内での FMD 検査への

関心を高めるとともに、血管内皮機能検査ゴー

ルドスタンダードとしての FMD 検査の再認識

がされるよう、市場活性化強化を行っていく。 

欧州に対し、パートナー探しでは遅れがある米

国市場については、コンサルなどの情報を取り

ながら、早期にビジネスパートナーを見つける。

全土網羅は難しいと思われる為、主なる KOL

が集中する東海岸区域での活動ができるパート

ナー探しをまず先行させる。 

米国ではNorth American Artery を中心に研究

会でつながる人脈を探るが、欧州程 KOL 間の

繋がりは強くなく、むしろ母国とする欧州との

繋がりが強いように感じられる。欧州における

人脈のネットワークから米国へ橋渡しをしても

らうのも１つの手段とし、グローバルな人脈作

りを行っていく。 

薬事申請については逆に米国が先行する。欧州

は MDD から MDR に切り替わっており、認可

のハードルは高くなっている。比較対象とする

従来法 FMD 検査をつかっての欧州における多
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に面識ができた研究者との関係を深め、欧州

における情報発信源としていく。また、グラ

スゴー大学複数研究に関係する医療関係者と

のコンタクト、オックスフォード大学多施設

研究に関係する医療関係者とのコンタクトを

取りながら、各医療機関からの紹介先などに

アプローチし、ネットワーク構築強化をはか

る。 

欧米では国を越えた研究者間の繋がりが強い

ためグローバルなネットワークに展開しやす

く、欧米からグローバルな FMD 検査認知を

推進していく。特に研究段階から検診、健診

検査適用への拡大展開を考えている KOL 

(Key Opinion Leader)を探索するとともに、

彼らを情報発信源とする海外販売戦略を充実

させる。 

一方、KOL のネットワーク構築が進めなが

ら、ユネクスは豊田通商と協力し KOL を通じ

この分野に関心の高い企業などとのコンタク

トを図るとともに、豊田通商はコンサルなど

を活用し、パートナー企業探しを行い、本事

業をグローバルに広げるための体制強化を図

っていく。 

 (マイルストーン) 

平成 30 年 3 月 KOL ネットワークおよび関

係企業に関するレポート 

て、FMD 検査装置を紹介したいとのオファーを受

け、参加した医療関係者に、計測機器の操作を体験

で、これまでの FMD 検査の難しさや煩雑さ、時間

のかかり方などが、専用装置としてコンパクトにま

とまり、一連の検査を 1 台の装置で、短時間かつ、

リアルタイムに実施できることをアピールできる機

会となった。 

また、米国 FDA では、糖尿病治療薬による心血管

イベント発症の事故を教訓に、糖尿病治療薬の上市

においては、心血管障害リスクの有無を評価するこ

とを指示したガイダンスを 2008 年から設け、すべ

ての糖尿病治療薬に関してこの評価報告を課してい

る。最近では、癌の治療薬でも同じことが要求され

ている。FMD 検査は心血管疾患リスク予測の良い

指標とされているが、その操作の難しさによる検者

間誤差などがあるとされ、積極的に活用されていな

い。国内で多施設研究においてゴールドスタンダー

ドな装置として認知されている国産 FMD 検査装置

が、この活動を通じ認識され、採用施設が増えその

実績が出てくれば、大きな市場展開のキッカケにな

る。 

一方、米国医療機関で機器が活用されるには、米国

医師会が認定する CPT コードに登録される必要が

ある。登録された CPT コードの器機について、学術

グループの評価や検証データで、医療としての有効

性を確認されたのちに、上位の審査機関で保険収載

額が決められる。血管内皮機能検査については現在、

CPT コードは設定されているが要検討の範疇であ

り、保険収載が認められるようになるためにも、米

国内で、特に KOL や関連する研究会などのアカデ

人種データ収集が欧州内で開始されたところで

あるが、これらの結果に基づく、欧州での FMD

検査値の標準値や、診療での有効性などの論文

などのエビデンスが今後の活動には必要となっ

ている。国内では 20 数施設による多施設研究

で結果が発表されているが、日本人との差異な

どを問われており、回答の為の臨床研究結果が

待たれている。 

米国ではベンチャー企業を中心に、代替指標を

使った簡単な血管内皮機能検査装置の開発が行

われており、短時間法をいち早く KOL に認知

させておくことも、この市場でのイニシアチブ

をとるために必要である。 

これらを鑑み、欧州では FMD 検査のエビデン

ス作り、米国ではブランド作りの場としていく。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

ミーグループの支援を多く得ておく必要がある。 

米国コンサルを通じ、Dr. Fogarty が運営されている

インキュベーションセンターにてメンターら（医療

従事者、企業家など）とディカッションを実施し、

米国における市場展開や、装置性能についてのアド

バイスを受ける。保険収載までの時間を考えると、

製薬、サプリメント関係で導入させるのが効率的と

も言われる。今の機器販売は、機器販売での収益よ

りも、消耗品、メンテナンス、情報などにより継続

的な収益が取れる工夫がないとディストリビュータ

ーはつきにくい。場合によってライセンス供与、

OEMなども選択肢としてあるとアドバイス受ける。 

可能性のあるディストリビューターを今後紹介して

もらえるよう関係を継続する。 

伴走コンサルより御紹介いただいた大阪商工会議所

を通じ、米国における日系ディストリビューター候

補を訪問後、流通の幅を広げる様、関係づくりをお

こなっている。 

            

② 欧州内活動 

欧州で当面のターゲットとする英国と独逸において

市場展開活動を行った。 

イタリアはもっとも研究が盛んであるが、競合に抑

えられている。フランスも続いて市場として考えて

いる。 

英国は AHSN (Academic Health Science Network) 

という 15 地域に分け組織化された医療改革のため

の研究開発体制を組んでおり、それぞれの組織で取

り組みテーマを行っている。脳心血管疾患に関して

はほとんど地域が対象にしている。各地域の KOL
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

を 3 つの領域でグルーピングができた。北から東部

地域は主に医療系の研究をしており、ここには薬の

治験も含まれ、主に診療への適用をテーマにしてい

る。西部地域では運動療法関係の研究がされている。

南部は食品関係の研究が主で、大陸側との繋がりも

強くなってくる。食品関係ではオランダにおいて大

手食品メーカをスポンサーにして、食品の血管内皮

機能への影響が盛んに研究されているが、FMD 検

査手段に関してはイタリアの競合に研究施設を抑え

られている。英国側からアプローチをかける流れが

あると考えている。ドイツは大手製薬メーカがスポ

ンサーであり、治験会社が請負で試験データの収集

を行っている。このため、研究施設が表に出てこな

いため、KOL へのアプローチには苦労するが、今回

コンタクトできた KOL からの波及が期待される。 

英国の医療産業は 2009 年～2012 年の間に、企業数

は 12％増え、これに伴う雇用が 40％増え、その結

果、売上高が 50％増しになっており、今後年率７％

の成長が見込めるとされている。積極的に医療の改

革を図るために、医療機器の開発、医療技術の革新

に、いくつかのファンドプログラムを設け、支援し

ながら臨んでいる。海外企業の参画も、将来的に英

国内の雇用確保につながると評価できれば、歓迎さ

れる環境になっている。国産 FMD 検査装置を使い

はじめたオックスフォード大学の研究も、英国の医

療の効率化をテーマにしたものであり、良い成果が

得られれば、NHS のなかで活用される機会が生まれ

る。 

英国の EU 離脱の影響については、まだ、明確では

ないが、規格が変わらないとしても、 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

・EU 側と英国側での二重な代理人の確保 

・関税の問題 

などが出てくるとの指摘もあり、完全離脱前の迅速

な支援者ネットワークの構築、両者にまたがること

ができるパートナー企業の探索も課題になる。 

独逸は世界第 3 位の医療市場規模があるとされる。

ドイツ国内の血管機能に関する研究会への参加で、

ドイツにおける血管検査事情を調査。研究会の役割

は、（A）一般開業医への血管検査の意義と意味の啓

蒙 （B）一般に普及させるための保険収載の獲得

活動、を研究発表の場という以外に担っていうとの

こと。まだ開業医レベルまで、FMD 検査の重要性

など浸透していない。研究者の関心は高く、2 件ほ

どの顧客ができた。これまでの活動を含め、高血圧

患者を対象にした研究チーム、糖尿病患者対象でデ

ータベースを作ろうとしている研究者チーム、欧州

における健常者大規模研究フィールドをもつ研究チ

ーム、地域コホート研究を進めている研究チームの

採用がきまった。今後の欧州における FMD 検査市

場展開で要求される欧州における標準値作りの礎が

できた。また、血管外科という分野でも利用できる

可能性を示されている。 

拡販活動において、欧州における予防医療を血管検

査と栄養指導で促進しようと企画している企業と出

会う。FMD 検査への関心高く、協働できるかどう

か今後話をすすめている。加えて、欧州における競

合メーカであると、市場活性化のための協業につい

て交渉を進めている。 

 

③ パートナー企業の選定 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

知名度が無く、装置も海外ではまだ認識がないこと、

血管内皮機能検査が今後大型の市場になる潜在性は

あるが、手法については競合他社がすすめる簡便な

手段との順位付けの様子見をしている段階であり、

パートナー企業が名乗り出てくるには時間がかかる

と思われた。 

パートナー企業候補へのアプローチとしては以下の

ようなルートを考えていた。 

   

（A）KOL 及び主要大学が普段起用している代理店

の紹介 

 新製品はメーカが直接販売するケースが多い 

 差別化機器に特化したような代理店もある 

（B）現地の製造系代理店へのアプローチ 

ベンチャー企業で自社製品だけで不足する販売力

をアピール力の強い製品の併売でカバーしている 

 国内企業で現地法人をもつ企業も候補になる 

（C）医療機器展示会に出展している代理店の訪問、

ヒアリング 

 MEDICA など医療機器展示会 

学会における医療機器展示（現在研究会で実施） 

（D）コンサルタントの活用 

 マッチメイキングの役割をしている NPO の活用、

ベンチャーキャピタルの情報の活用 

      

候補先への直接のアプローチでは、知名度の問題か

相手が動かない。紹介という形が望ましい。 

欧州では、豊田通商欧州より紹介があったビジネス

パートナー候補者との面談を行い、マーケティン

グ・セールスに関する合意書を交わした。ドイツの
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

医療機器メーカに勤め、グル―バルセールスマネー

ジャーとして活躍してきたが、2017 年独立して起業

した。循環器系において、世界各国の KOL の多く

と親交を持っており、ターゲットとしてあげた KOL

とも多くの部分でラップしていた。また同一分野で

医学知識もあり、TUV での勤務経験から規格に関す

る知識もあるなど、好条件であった。 

米国は国土が広くメンテナンス含め、顧客クレーム

への対応がスムースに出来る必要があるため、複数

のパートナーと組む必要があると考えており、引き

続き探していく。 

 

5)欧米薬事申請 

国内検証試験から得られた知見を反映して修

正を加えた短時間 FMD 検査装置の安全試験

結果、ソフトウエアドキュメント、オペレー

ションマニュアル、リスクアナリシス、QSR

（Quality System Regulation）ドキュメント

など、英文翻訳を行った上で、ユネクスは海

外薬事申請に必要なレポートを作成する。 

海外申請において申請国内での臨床評価も有

効な情報となるため、ユネクスと豊田通商は

評価先を選定し、交渉する。海外の薬事申請

先としては米国を優先する。米国 FDA 申請時

には事前に書類内容のチェック、米国 FDA か

らの指摘事項への応答に関して、規格内容に

熟知するコンサルの意見を受けるとともに、

FDA 審査官との直接の応答などの支援によ

り、指摘される課題をクリアする。 

加えて米国 FDA，欧州 CE マーク承認後に実

▶ 

【進捗 90％：〇】 

米国 FDA の SQR 要求事項とユネクスが作成してい

る SQR 手順書のギャップについて、コンサルタント

の解析の結果として、マネジメントレビューおよび

プロセスバリデーションの 40 項目ほどの文書はあ

るが不十分とされている。この指摘に対応して文書

追加をおこなった。 

欧州 MDD の EN13485 と、現行の運用している

ISO13485 とのギャップについては、5 月の定期審

査を受けるまでに対応した形にしたが、不適合 2 件

の指摘があった。これは応答期間内で対応し、対応

できるようにしていく。それ以外の留意事項なども

含め、対応し、EN13485を含む欧州 MDD93/42/EEC

の全項目に適合する品質管理マネジメントシステム

で運用していく。 

10 月において、短時間 FMD 検査装置の日本の薬事

は認可された。FDA 申請については、米国のコンサ

ルを日本に呼び、アプローチ方法について検討を行

▶ 

 

マーケティング戦略に沿い、米国 FDA の認可

が早々に取れるよう、FDA との応答を米国代理

人と進めていく。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

施される監査への対応に備える。具体的には、

品質管理(国内 ISO13485)マネジメントシス

テムにおける欧米要求との差異の解析結果を

反映させた品質管理マネジメントシステムの

運用を行いながら、コンサルなどで不具合な

どをチェックし、ユネクスは対応可能な規則

に改善していく。 

豊田通商はコンサルタントとかわす契約につ

いて、内容を確認し、不具合や不利な点など

を是正できるよう支援していく。 

（マイルストーン） 

 平成 30 年 3 月 米国 FDA 申請書類 

った。米国 FDA 申請に向けたコンサル、アドバイ

ザーとの協議をすすめ、作成したドキュメンテーシ

ョンの記載内容についてアドバイザーのチェックを

受けたうえ、必要書類を整え、米国代理人より提出

できるように準備をすすめた。 

また、従来法の装置も現行欧州版と差異が無いよう

にし、今後の比較検証に備えるため、欧州との統一

仕様となるようドキュメンテーションを揃え、登録

を行った。 

6)知見の特許化 

本研究開発を通じでなされる周辺技術である

「目的の刺激量を得るための装置操作パラメ

ータを使った外部負荷コントロールの手法」

について、ユネクスと名古屋大学は新規に特

許化を図る。 

 （マイルストーン） 

  平成 30 年 3 月 特許明細書類 

▶ 

【進捗 90％：〇】 

名古屋大学における実験解析結果が出はじめたこと

で、特許とするかノウハウにするかを検討し、試験

結果から得られる知見の知財化を図る。 

臨床検証、社内外試験を通じ、良好な計測結果を得

る為の装置作りおけるノウハウを、いくつも獲得す

ることができた。これらの知見を装置に反映すると

ともに、知財化をすすめた。 

▶ 

 

広島大学における臨床検証の結果と、名古屋大

学における試験結果から得られる知見より、短

時間法における現象の理論と実際との整合性を

検討していき、装置で実現する際において特許

化すべき点を抽出した。 

基本特許海外 PCT 出願の主要国移行をすすめ

権利化を早めた。 

 

7)事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるために、総括

事業代表者として株式会社ユネクスが主体と

なり、プロジェクト構成員相互の連絡調整、

プロジェクト全体の事業の運営および管理を

実施する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

管理をスケジュールに沿い進める。 

11 月に来期は継続しないことを決定し、今期本事業

終了に向けた関係企業、施設との調整を行った。 

終了に向けとの各共同プロジェクトの収束の準備を

おこなっていく。 

▶ 

 

終了 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

AMED の支援で躊躇していた欧米進出を、コンソーシアムという形で積極的な事業展開ができ、さら

に市場展開では計画を前倒した成果が出せる状況となった。欧米における KOL への頻繁なコンタクトを

した結果、KOL 人脈ネットワーク構築の礎ができ、さらに欧州におけるビジネスパートナーとの契約を

締結し、商品の開発では国内薬事認可から米国 FDA 申請まで至り、短期間で多くの成果を出せた。 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 国内薬事認可取得と米国 FDA 申請 

知財 
基本特許 PCT出願の主要国移行、技術実現のためのノウハウ取得、短時間法 FMD検査手技

の英文論文投稿 

技術・評価 短時間法の従来法との相関性の確認と、装置設計におけるノウハウの獲得 

その他事業

化全般 

欧州ビジネスパートナー契約締結、欧米 KOL 人脈ネットワーク構築、中南米市場への拡大

の足掛かり 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 2) 自己評価理由 

豊田通商欧州の事前のマーケティング活動もあり、欧州市場の立ち上げが順調にいった。 

特に、同一市場で 10 年のマーケティング経験と KOL との人脈を持ち、血管機能検査市場の拡大を図

ろうとする志を同じとするビジネスパートナーが見つかったことは、最大の収穫である。欧米では血管

機能検査を主題目とする研究会を、KOL のハブ組織としてアプローチをかけたことも功を奏し、早い時

期から注目をされ、KOL との関係づくりが進んだ。特にドイツでは、施設間の強い連携があり、欧州で

の標準値作りのためのデータ収集準備が始まっており、ドイツ人の健康調査のための大規模コホート研

究や、循環器分野の中核病院への導入機会なども生まれている。英国の大学病院からは、研究課題の

Review 論文の中で、日本の FMD 検査の状況や装置の紹介がされ、欧州市場参入におけるバックアップ

資料となっている。さらに認知度を上げるために、ドイツ、英国、フランスやイタリアなど FMD 研究が

盛んな国を中心に、同一市場で活動する 2 次卸とコンタクトをとることもできた。さらに、競合メーカ

とは市場活性化のため、協業の検討に入ることができた。一方、米国においては、まだビジネスパート

ナーが見つかっておらず、今後コンサルや、コンタクト可能なルートを使いながら、さらにビジネスパ

ートナーを探っていく。特にターゲットが集中する東海岸から中東部の地域で探る。 

 

装置開発では名古屋大学、広島大学の共著で、短時間法 FMD 検査方式の妥当性の論文を、海外誌に投

稿できた。海外誌に論文が出れば、今後マーケティング＆セールスにおいて重要なエビデンス材料とな

り、活動の大きな助けになる。ただ、欧米での FMD 検査の評価は日本国内と異なり、専用機がなかった

こともあり、その操作の煩雑さむずかしさや、検者の技量への依存などが問題視されたままである。そ

のため、他の指標の模索が始まっている。しかし、有力候補がない状況ではある。国内で実績のある半

自動化された FMD 検査専用装置の紹介しつつ、FMD 検査への再認識を促し、KOL へは従来法の装置

を短時間法の比較装置として浸透させるべく、FMD 検査市場作りをおこなった。危惧としては、欧州に

おける標準値と国内標準値との差異の有無である。研究支援と継続的な情報収集を行う必要がある。 

国内薬事は予想以上の時間はかかったが認証を受けた。欧米での研究者の意見なども取り入れた改善

版を検討し、米国 FDA への申請へ向けた準備にも取り掛かれた。機器仕様に関しては若干、顧客の要求

と乖離する部分もあり、今後解消のための開発も必要と判断した。装置の基本機能の特許は申請し、具

体的な操作方法など性能に影響する部分は、ノウハウとして公開しないようにすることで、知財保護を

図っている。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
  

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。 ○十分
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。 △一部
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。 ○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
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。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
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。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 △一部

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 △一部
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○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。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○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。 △一部
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。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(4) 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

商社だけの情報では十分では無く、情報源の多様化が不足していた。 

JETRO、商工会議所、経産局などが開催しているセミナーを積極的に聴講することや、契約したコン

サルタント以外でも、機会があれば積極的に、別なコンサルタントと話をすることで得られる情報が、

想像以上に多いと気付いたのがやや遅かった。 

 

 2) 事業の進め方 

マーケティングにおいて KOL とのコンタクトは展示会での待ちでなく積極的なアピールによる印象

付けと、頻繁な顔合わせでの信頼の獲得が必要である。言語の問題もあり臆するところがあると、アプ

ローチが遅くなる。欧州では英語のみよりもドイツ語、フランス語などができると対応してもらえる KOL

の幅が広がる。通訳を立てるのも有効かと思われた。 

機器開発には臨床検証が不可欠であるが、開発拠点の近傍にもち、頻繁なコミュケーションをとって

フィードバックかけていく必要があるが、受け入れ先を見つけるのは難しい。成果発表には KOL が加わ

っていた方が優位でもあり、予算に余裕があれば、複数医療施設を支援先としてもつ方が開発促進とな

る。 

欧米を西洋という一律な文化圏と見てしまっていたが、市場の特性が違うように思えた。人脈ネット

ワークでは欧州の方が、人的なつながりが強く、人的つながりが弱いが、技術の新規性への抵抗感がな

いのが米国市場であるように思える。特性の違いを市場立ち上げに上手く活用する事が大事だと感じた。 

 

 3) その他 

国内だけでの活動では、入ってくる情報にフィルターがかかっているのか、疾病要因やその治療への

考え方の進歩や、販売手法の違いなどについては疎いと思えた。 

国内にとどまっているだけでは海外のこうした情報は伝わってこないこと、海外展示会でもただ見せ

るにとどまらず、積極的に KOL や現地セールスなどとコミュケーションをとり、何が新しいか、何が違

うかなど情報を取りに行く必要性を強く感じた。
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(5) 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 

欧米における市場展開 欧米の市場特性の差異を考慮した各市場

展開 

欧州市場は比較的保守的な反応、これに対

し米国市場は革新を受け入れる土壌がある。 

競合との競争 競合との協業 戦略の違いで、ターゲットによっては競合

しない部分もあり、市場活性化のための協業

を相互に理解した。 

FMD市場の活性化 FMD市場の再活性化 手技の難しさがあり、代替指標への乗り換

えが起こっているが、簡便な装置ができてい

ることを認知させ、血管内皮機能検査のゴー

ルドスタンダードとして FMD検査への回帰を

促す必要がある。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

従来法と短時間法の結果の同等性の確認 装置の耐久性の確認を追加 長時間、多人数で計測を継続した臨床検証

試験などを通じ、耐久性に弱い部分があるこ

とが判明し、留意点とした。 

基礎試験に基づく操作スペックの確定 基礎試験に基づく操作スペックの実機で

の適正化 

基礎試験に用いる装置と実機との差異が

計測結果に差異を生じさせる要因となって

いる事が判明し、その原因究明と操作スペッ

クの適正化検討が必要であった。 

事業化体制 3 年間の事業内での欧米におけるビジネス

パートナーの探索 

欧州におけるビジネスパートナーとの提

携と米国におけるビジネスパートナー探索

の具体化 

豊田通商以外に海外展開を支援するプロ

グラムがあり、これらも活用していくことで

パートナー探しの促進をはかる。 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

3 年間の AMED委託事業計画 2 年目での AMED 委託事業の終了 米国 FDA 薬事申請の前倒しがあった。 

(6) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 海外申請を早めること 米国 FDA の申請準備を第 2 年度内に完了 

 

国内薬事申請の意味を明確にする 

国内臨床検証で申請資料（安全性など）を有効に活用し、デモ、展

示などで国内ファミリーカスタマーからの、従来法から短時間法への

移行に関する情報を収集 

海外に先行して国内での技術のブラシュアップ 
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領域 指摘事項 対応 

知財 知財戦略が必要 輸出対象国を選定し基本特許申請 

妥当性証明となる英文論文を海外学会誌に投稿 

技術・評価 短時間化の必要性の確認 国内外での信頼関係の築けた KOL からの聞き取り実施 

競合対策 競合企業との協業交渉の実施 

その他事業

化全般 

情報源の確保 商工会議所、経産局、展示会などのセミナーの活用 

契約にこだわらず幅広いコンサルとの面談 

展示会など活用し競合メーカ、同業メーカからの聞き取り調査 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

時間短縮によっても精度が変わらないことを明確にした上で、検査時間

短縮をどのように訴求して販売するのか等、海外展開戦略を明確にするこ

と。 

臨床検証を準備中。 

検査の短時間化については面談する研究者のうち、情報を流しても問題ないと

思われるファミリーカスタマーとは、意見交換を行っている。海外ではまだ研究

が主体であり、現状プロトコールを採用するが、疫学的な大規模検証においては

短時間化が必要であり、実現できるのであれば FMD 検査の利用方法が大きく変

わるとの意見。国内と同じく精度検証がまず必要。 

 保険収載のプロセス、健診プログラムへの採用についての調査を行う。 

アカデミアとしての支援グループ、KOL との関係づくりを行う。 

臨床検証で従来法と短時間法での相関があるという検証結果がでてきた。体格

や反応の差に対応する技術的な課題があるが、想定される要因などへの対応策も

いくつか提案されている。 

認知度がなかった海外での活動で、血管機能研究専門家の学会をターゲットに

した結果、想定以上の好感度で KOL との関係づくりが進んだ。また、これらの

KOL からの口コミ効果も大きく、欧米間の研究ネットワークに入り込める機会

ができてきた。 

欧米の KOL の集まる研究会での継続的な参加で相互の信頼感ができつつあ

り、本音のご意見などをお聞きしながら、研究会のセッションで設けられる新技

術紹介などの機会をもらえるようにしていく。 
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継続条件 対応状況 

平成 28 年度末までに事業化する医療機器の海外展開の販売体制及びビ

ジネスモデルを明確にした事業計画を提出し、日本医療研究開発機構の承

認を受けること。 

欧州におけるビジネスパートナーが決まり、欧州においては、KOL の人脈マ

ップの再構築と、トップ層 KOL と若手実力層 KOL との区分をしながら、エコ

な経費による有益な成果とネームバリューによる波及効果を活用し、FMD 検査

装置の認知を効率的にあげる体制を構築していく。すでにユネクスのユーザーと

なっている施設の若手の実力研究者らを核に、情報収集、意見交換ができる場を

設け、市場にニーズや不満などの情報収取や解消をはかれる仕組みも構築する体

制に組み込む。さらに EU 内の移動は交通費が安く、サテライト方式で顧客候補

を集めたデモや研修の実施で、少ない人数で効率的な顧客アプローチやサービス

の提供を行えるようにする。メンテサービスができる 2 次卸を国、あるいは地域

ごとに探索し、スムースな物流やスピーディーな顧客対応ができるように、販売

が拡大するに合わせ体制に組み込んでいく。 

展示会を通じて知り合う競合含む他企業の欧州、米国における販売施策を参考

に、FMD 検査の普及促進施策をアドバイザー交えて検討し、具体策を計画して

いく。 

 

1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

短時間法 FMD 検査用装置開発において、その妥当性が臨床検証により確認され、コンソーシアムで参加している広島大学、名古屋大学の共著で学

会誌に論文を投稿した。 

国内薬事では検査装置が認可され、作成書類について米国代理人と内容確認をしながら、米国 FDA 申請をすすめている。 

1992 年に英国で最初に紹介された FMD 検査は、その専用装置がいち早く開発された国内が、海外に較べて臨床適用は飛躍的に進んでいる。逆に

欧米では、手技の難しさから検査適用への躊躇があったが、簡便な検査とした国産技術紹介で FMD 検査への関心が再燃してきている。欧州ビジネス

パートナーや競合メーカとの協業により、人脈ネットワークが強い欧州では、KOL の支援を得ながら、ネットワークを上手くつないでいき、FMD

検査の市場を活性化させ、急速な市場の拡大を行う。人脈ネットワークは弱いが、技術の新規性を受け入れやすい米国では、短時間法の話題作りを

行い、認知を高める活動をおこなう。両者によりグローバルな FMD 検査市場の拡大をはかっていく。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ユネクス 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄２丁目６番１号 401 

代表取締役 益田 博之 

TEL 052-229-0820  E-mail  masuda_h@unex.co.jp 


