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1. 事業の概要 

現在の頭蓋内圧計測装置は、脳室ドレナージや頭蓋内圧(ICP)センサの設置など侵襲的な方法となる。

この侵襲的な測定方法は、患者の身体的な負担や感染リスクが大きく適用が限定されるため、医療現場

では非侵襲型装置が待望されている。身体をまったく傷つけることがなく、シンプルな耳栓型圧力セン

サにより、耳外道圧の信号から頭蓋内圧の変動量を知ることが出来る非侵襲的頭蓋内圧モニタの実用化

をする。 
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1.1 事業の目的 

我が国の医療現場で現在行われている頭蓋内圧（intracranial pressure: ICP）測定は、頭蓋内圧(ICP)

センサの設置や脳室ドレナージなど侵襲的な方法である。具体的には、患者の頭蓋骨に穴をあけて頭蓋

内にセンサプローブを挿入して計測する方法や側脳室に直接チューブを差し込んでそこから立ち上がる

水柱の圧を測る方法などであり、計測すること自体が患者への負担や感染リスクが大きい。そのため、

施術の緊急性が高い患者にしか適用することができず、一般的には急性硬膜外血種、硬膜下血腫、脳挫

傷、びまん性軸索損傷による外傷性脳腫脹に適用がほぼ限られているのが現状である。 

頭蓋内圧は、腫瘍や出血の増加、髄液や血液量など頭蓋内の状況について重要な情報であるが、侵襲

的な測定方法は患者の身体的な負担や感染リスクが大きく適用が限定されている。侵襲的な方法を適応

できない場合は、全身所見や神経所見などから類推するか、または、意識障害により神経所見が判断し

にくい場合は、CT scan 検査などの画像検査を頻回に行って類推するしか方法がない。そのために頭蓋

内圧の測定を、非侵襲的な方法で簡単に測定を行うことが望まれている。しかし、これまで非侵襲型脳

圧測定は多くの研究が行われてきたが 実用化に結びついた方法はない。 

頭蓋内圧は直流信号であるが、蝸牛水管と内耳の解剖学的所見から ICP の影響を受けた交流圧変動は、

内耳・中耳・鼓膜を介して外耳道内圧（external auditory canal pressure: EACP）脈波として観察でき

る。頭蓋内圧が亢進すると、脳コンプライアンスが低下するため、血圧に連動した ICP 波形は先鋭化し、

EACP 波形も連動する傾向があるとされているものの、ICP 波形から脳圧を類推する方法ふくめ、EACP

波形から脳圧を類推する方法は開発されていない。 

これを解決するために、身体をまったく傷つけることがなく、シンプルな耳栓型圧力センサにより、

外耳道内圧の信号から頭蓋内圧の変動量を知ることが出来る非侵襲的頭蓋内圧モニタを開発・実用化す

る。 

申請者らは、固有共振周波数（natural resonance frequency: NRF(Hz)）は主として脳組織質量 m（kg）

と脳脊髄容積コンプライアンス Cc（m3/Pa）によって決定する原理に基づき、脳の共振周波数が頭蓋内

圧と強く連動することをつきとめ、この脳の共振周波数を外耳道脈波から抽出する方法を開発した。 

この測定原理を用いた非侵襲的な頭蓋内圧測定装置の開発を行うことで、これまで神経所見などから

頭蓋内圧を類推できなかった患者でも、侵襲的な測定や頻回な CT scan 検査を行わずにベットサイドで

の簡便な測定が可能となり、脳神経外科医療モニタリングに合併症のリスクが無い頭蓋内圧測定という

新しい医療価値を創出するとともに、侵襲的測定のために必要であった手術や CT scan 検査等の医療資

源の有効活用にも大きく貢献することが可能となる。 

 

・国内薬事申請：2021 年 5 月 

・国内上市：2021 年 11 月 

・海外薬事申請：2022 年 7 月（米国・欧州） 

・海外上市：2022 年 10 月（米国・欧州） 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社フジタ医科器械 

PL： 前多 宏信（株式会社フジタ医科器械） 

SL： 本郷 一博（国立大学法人信州大学医学部附属病院） 
共同体： ①国立大学法人信州大学医学部附属病院 

  ②株式会社イチカワ 

  ③ドリームメディカルパートナーズ株式会社 
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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 医療機器 クラス分類 クラスⅢ 

製品名 未決定 分類名称（一般的名称） 頭蓋内圧力計 

対象疾患 外傷性脳腫脹等 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
脳神経外科・救急外来のある

医療機関 
新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 頭蓋内圧測定を必要とする患者に対して非侵襲的に測定する。 

薬事申請予定者 株式会社フジタ医科器械 医療機器製造販売業許可 13B1X10237 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社イチカワ 医療機器製造業許可 業許可取得予定 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国、欧州 

薬事申請時期 2021年 5月 2022年 7月 

上市時期 2021年 11月 2022年 10月 

本体想定売上（上市後 3年目） 1.15億円／年（2023年時点） 0.25億円／年（2024年時点） 

本体市場規模（上市後 3年目） 3.6億円／年（2023年時点）  

本体想定シェア（上市後 3年目） 32％（2023年時点）  

センサ想定売上（上市後 3年目） 0.71億円／年（2023年時点） 0.3億円／年（2024年時点） 

センサ市場規模（上市後 3年目） 2.35億円／年（2023年時点）  

センサ想定シェア（上市後 3年目） 30％（2023年時点）  

想定売上は開発品の想定する見込み、市場規模は競合品を含めた市場全体の規模 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

誰にでも非侵襲で安全・簡単に頭蓋内圧測定を！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

従来の侵襲的な頭蓋内圧測定モニタ（例） 
 

 

 

 

 

 

 

開発品の非侵襲的な頭蓋内圧モニタ 
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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 

・脳外科医 

・救急外来 

 

・脳外科の手術後に使用されている、従来の頭蓋内圧センサプローブやドレナージによる侵襲型の頭

蓋内圧モニタ装置を使用している脳外科医をターゲットと想定している。 

・独創的な技術による完全非侵襲型のモニタ装置であり、むしろ頭蓋内圧の高い患者をできるだけ良

い状態にいてもらえるように管理したい場合など脳神経外科分野での潜在的なニーズに広く応えるこ

ともできるために、手術後の管理のみならず日常的に頭蓋内圧モニタリングを行いたいと考えている

脳外科医をターゲットと想定している。 

・簡便な測定方法と結果がすぐに出るという製品であるために、救急外来で頭蓋内圧上昇が疑われる

患者のスクリーニングの必要性を切に考えている救急外来の医師をターゲットと想定している。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

国産の頭蓋内圧モニタは現在販売されていない。また頭蓋内圧モニタの市場は 2 社から販売されてい

る輸入製品で占められている。医療機器の市場調査を行っている矢野経済研究所に確認したが海外製

品の寡占市場であり、10 年以上新規の製品が国内で上市されない状況である。その為に市場調査を行

っていないとの話であった。 

 

このような状況であるが、下記の理由方法により開発機器の参入する市場全体の規模を推測した。 

 

頭蓋内圧モニタ装置の市場規模は、脳神経外科でモニタリングを必要とする入院患者数とモニタリン

グ期間に依存する。 

2017 年度脳神経外科の主な手術件数は約 103,000 件、手術なしの入院は約 343,000 件である。 

 

 

2017 年度脳神経外科の主な手術件数（出展：病院情報局 http://hospia.jp/ データ入手元：地方厚生局

医療機関一覧表届出受理医療機関名簿 

 

現在、一般的な侵襲型の頭蓋内圧センサの使用は、急性硬膜外、下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷に

よる外傷性脳腫脹のみにほぼ限定され、脳外科主要手術件数の３～５％でモニタリング期間は平均 1 週

間というのが現状である。頭蓋内圧モニタ装置の適用は年間約 2,000～約 5,000 件となる。 

統計によれば脳神経外科の施設数は約 2,400 施設。 
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上記の統計などから装置本体の市場規模は、1 施設あたり１～2 台所有していると考えられる。 

平均 1.5 台と考え推定する。 

1.5 台/施設×2,400=3,600 台が装置本体の市場規模と推測する。 

既存のディスポ頭蓋内圧センサの価格は 79,500 円～130,000 円である。 

償還価格は 77,500 円であるので、償還価格から消耗品の市場規模金額を算出すると 155,000,000 円～

387,500,000 円と推測される。 

 

以上が、想定される市場全体の規模である。 
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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 

○侵襲的な頭蓋内圧測定機器 

 

・インテグラ(販売元が移管されたために、現在インテグラから販売されている。 

ジョンソンエンドジョンソンは輸入元となる。) 

ICP エクスプレス CODMAN／MicroSensor ベーシック・キット 

 

・東機貿 

カミノ アドバンスト ICP モニタ／カミノ・プレッシャー・モニタリング・カテーテル 

 

○非侵襲的な頭蓋内圧測定機器 

 

・ヘッドセンスメディカル （日本国内で輸入販売されていない） 

    HS-1000 

 

 以上が、競合メーカー、競合機器となる。 

 

○市場獲得の為の障壁は何か 

 

市場獲得のためには、今までにない考え方による測定方式の頭蓋内圧測定装置という点及び知名度の向

上と、いかに有用性のある製品であるかという PR 活動が第一の戦略と考える。 

学会会場での展示や医療機器展示会への出展を行い、製品の PR 活動を行い製品の知名度の向上させる活

動を行う。有用性の PR 活動としては、共同研究機関の先生方による論文発表や学会でのセミナー発表な

どを行い、画期性のある機器の有用性を広く知ってもらう活動とする。弊社ホームページも積極的に活

用し、世界中の顧客へ広く情報を発信していく。又、オピニオンリーダー的な先生方々への直接的な営

業活動と共に、医工連携 HUB 機構の開催するクラスター研究会等の活動も積極的に参加をし、全国のニ

ーズを汲み取り広報する活動も行っていく。以上の活動で、市場開拓並びに市場確保につながると考え

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 競合機器３ 

メーカー 株式会社フジタ医

科器械 

ジョンソンエンド

ジョンソン 

東機貿 ヘッドセンスメデ

ィカル 

概要 非侵襲的頭蓋内圧

モニタ装置 

侵襲的頭蓋内圧モ

ニタ装置 

侵襲的頭蓋内圧モ

ニタ装置 

非侵襲的頭蓋内圧

モニタ 

型式  ICP エクスプレス 

CODMAN 

MicroSensor  ベ

ーシック・キット 

カミノ アドバン

スト ICPモニタ 

カミノ・プレッシ

ャー・モニタリン

グ・カテーテル 

 

特徴 非侵襲的に頭蓋内

圧を測定する 

侵襲的に頭蓋内圧

を測定する 

侵襲的に頭蓋内圧

を測定する 

非侵襲的に頭蓋内

圧を測定する 

国内市場規模  市場調査がなされ

ていないため国内

市場規模は不明 

市場調査がなされ

ていないため国内

市場規模は不明 

国内販売なし 



 

7 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

国内シェア  市場調査がなされ

ていないため国内

シェアの割合は不

明 

市場調査がなされ

ていないため国内

シェアの割合は不

明 

国内販売なし 

海外市場規模     

海外シェア     

売価 800,000～ 

1,000,000 円（本

体） 

10,000 円(センサ) 

498,000円(本体) 

79,500円(センサ) 

2,800,000 円（本

体） 

130,000 円 (セン

サ) 

国内販売なし 

保険償還 点数 区分 C で保険収載

を目指す 

77,500円 77,500円 国内販売なし 

クラス分類 クラスⅢ クラスⅢ クラスⅢ 国内販売なし 

 

１：非侵襲的・侵襲的な測定方法についての比較 

 ⅰ．測定方法 

  非侵襲的測定方法 耳栓型圧力センサを外耳道に挿入して測定を行なう。 

  侵襲的測定方法  頭蓋骨に穿孔を行い頭蓋内にカテーテルセンサを挿入して測定を行なう。 

 ⅱ．身体的負担 

  非侵襲的測定方法 耳栓型圧力センサを外耳道に挿入するだけであり患者に対し侵襲がない。 

  侵襲的測定方法  頭蓋骨に穿孔するという侵襲が必要。 

 ⅲ．感染リスク 

  非侵襲的測定方法 耳栓型圧力センサを外耳道に挿入するだけであり患者に対し感染のリスクは 

非常に小さい。 

  侵襲的測定方法  頭蓋骨に穿孔するという侵襲が必要であり感染のリスクがある。 

 

競合機器と比較して、測定方法、患者へのリスクなど全面に的に有利であると判断している。 

 

２：非侵襲的な測定方法のヘッドセンス社の製品との比較 

 ⅰ．測定方法 

  本事業開発製品    片耳の外耳道に耳栓型圧力センサを挿入して測定を行なう。 

  ヘッドセンス社の製品 両耳のセンサを装着して測定を行なう。 

 ⅱ．身体的負担 

  本事業開発製品    片耳の外耳道に耳栓型圧力センサを挿入して圧力の測定を行なうため、 

             身体的な負担は無い。 

  ヘッドセンス社の製品 両耳のセンサを装着して測定を行なうが、片方のセンサより音波を 

発信して、他方のセンサで受信することで頭蓋内圧の測定を行なう。 

この測定の際に発せられる音波は不快感を、非常に感じるレベルの 

音波である。 

 ⅲ．感染リスク 

  本事業開発製品    耳栓型圧力センサを外耳道に挿入するだけであり患者に対し感染の 

リスクは非常に小さい。 

  ヘッドセンス社の製品 両耳のセンサを装着するだけであり患者に対し感染のリスクは非常に 

小さい。 

 

ヘッドセンス社の製品と比較して、患者に対する身体的な負担が少ないことが有利な点と判断している。 
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３：本体価格の比較 

  侵襲型の競合機器 498,000 円と 2,800,000 円である。 

  本事業開発製品  開発中のために決定がなされていないが 800,000 円～1,000,000 円程度で 

           販売ができるように想定して開発を行なっている。 

 

本体価格の設定では競合製品の中間の価格設定となる。実際に購入となる場合は、本体の価格以外に消

耗品の価格やセット内容などの他の項目も、購入検討の判断材料となる。 

本体の価格設定で有利・不利はないと判断している。 

 

 

４：測定センサの価格の比較 

  侵襲型の競合機器 償還価格が決まっているために 77,500 円と考える。 

  本事業の提案品  開発中のために決定がなされていないが 10,000 円程度で販売ができるように 

           想定して開発を行なっている。 

 

本事業開発製品は、患者に対して侵襲が無いこと、測定方法が簡便であること、そしてセンサの価格設

定が安いことなどから、購入の判断の際に有利となると判断している。 

非侵襲的な測定が可能なことで、患者を選ばずに頭蓋内圧測定が可能となる為に頭蓋内圧測定の適用と

なる患者は多くなると考えられる。 

競合製品の消耗品は償還価格が設定されており、保険収載されていないと販売戦略上不利となる判断材

料になりうるため、分担機関である医療機関や学会に協力を求めて、区分 C での保険収載を目的とした

活動を行う。 

保険収載がなされることにより、競合製品との競争での不利な点がなくなり、機器の導入コストを理由

として導入が出来ないとされている医療施設に対しても、保険収載されることで前向きに導入を検討し

てもらえるポイントとなり、従来の市場のほか、新規に市場を広げることが可能であると考えている。 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024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 測定コア技術開発・検証

試作機開発・改良
【製品名】

1時試作機開発・評価

製品名：未決定

量産機開発
【製品名】

臨床研究

薬事申請

知財対応 測定技術に関する特許出願

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

測定コア技術開発・検証
１次試作機要求仕様書作成
１次試作機製作

１次試作機評価
コア技術の特許出願
コア技術のPCT出願

PMDA対面助言準備面談
コア技術のPCT出願の各国移行に向けての特許
動向調査

特許出願

PCT出願の各国移行 国内薬事申請 米国・CEマーキング薬事申請

（１）製品開発・評価②製品化仕様決定
（１）製品開発・評価③製品化・試作機開発
（１）製品開発・評価⑦リスク評価

（２）臨床研究①治験計画書作成
（３）薬事戦略①体制構築（薬事戦略策定）
（３）薬事戦略②薬事相談（PMDA：対面助言）
（４）知財戦略①戦略検討

（６）販売戦略①市場調査
（６）販売戦略②体制構築・チャンネルの確保

（１）製品開発・評価③製品化・試作機開発
（１）製品開発・評価④臨床評価
（１）製品開発・評価⑤電気安全試験

（１）製品開発・評価⑥滅菌バリデーション
（１）製品開発・評価⑦リスク評価
（２）臨床研究①治験計画書作成
（２）臨床研究②IRB申請

（２）臨床研究③治験届提出
（２）臨床研究④治験/臨床試験
（３）薬事戦略②薬事相談（PMDA：対面助言）
（４）知財戦略②各国移行

（５）製造・サービス戦略①体制構築
（５）製造・サービス戦略②製造技術開発
（６）販売戦略①市場調査

（６）販売戦略②体制構築・チャンネルの確保

（１）製品開発・評価⑦リスク評価
（２）臨床研究④治験/臨床試験
（３）薬事戦略 医療機器製造販売承認申請

（５）製造・サービス戦略②製造技術開発
（５）製造・サービス戦略③ 調達検討
（６）販売戦略②体制構築・チャンネルの確保
（６）販売戦略③ 販売計画作成

開発前相談資料（メカニズム解明）

★
2021.5 国内薬事申請

★
2021.11 上市（国内）

★
2022.7 米国・CEマーキング申請

★
2022.10 米国・欧州上市

市場調査

体制構築・チャンネルの確保

販売計画作成

★
2019.3 知財出願手続きを特許事務所に依頼

PCT移行検討

PCT各国移行

体制構築(薬事戦略策定)

★
2019.3 薬事戦略確定

準備面談資料作成 ★
2018.11 準備面談

開発前相談資料作成

★
2019.3 開発前相談

相談内容を薬事戦略に反映

治験プロトコル相談資料作成

データ解析手法作成

★
2019.7 治験プロトコル相談

治験計画書作成 IRB申請

治験届提出

治験/臨床試験

体制構築

製造技術開発
調達検討

２次試作機要求仕様書作成

２次試作機要求仕様書リスクマ評価ト

２次試作機筐体ラフスケッチ作成

２次試作機筐体デザイン案作成・決定

２次試作機筐体モックアップ作成

２次試作機基板製造

２次試作機3D-CAD設計図/試作筐体作成

★2019.4 電気安全性試験向け２次試作機完成

２次試作機電気安全性試験

２次試作基板の電気安全性試験対応

★2019.8 ２次試作機完成

２次試作機の臨床評価

２次試作機の臨床評価の結果反映

２次試作機の電気安全性時のリスク評価／臨床評価

時のリスク評価 ２次試作機の臨床試験時のリスク評価 製品販売後のリスク評価

★2018.3 測定コア技術開発・検証
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

薬事申請時期    ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.77 1.15 1.15 0.45 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

 うち補助対象 0.51 0.76 0.76 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.26 0.39 0.39 0.45 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

本体売上高（単位：

億円） 
－ － － 0.25 0.35 1.15 2.5 8.0 8.0 8.0 

本体販売数量（単

位：台） 
－ － － 25 35 115 250 250 250 250 

センサ売上高（単

位：億円） 
－ － － 0.08 0.26 0.71 1.5 1.5 1.5 1.5 

センサ販売数量（単

位：セット） 
－ － － 750 2,550 7,050 15,000 15,000 15,000 15,000 

 ② 海外 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

薬事申請時期     ●      

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） － － － － 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

本体売上高（単位：

億円） 
－ － － － － 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 

本体販売数量（単

位：台） 
－ － － － － 25 35 50 50 50 

センサ売上高（単

位：億円） 
－ － － － － 0.08 0.3 0.6 0.6 0.6 

センサ販売数量（単

位：セット） 
－ － － － － 750 3,000 6,000 6,000 6,000 

 ③ 国内・海外合計 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

支出額（単位：億円） 0.77 1.15 0.45 0.55 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち補助対象 0.51 0.76 0.76 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.26 0.39 0.39 0.45 0.55 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

本体売上高（単位：

億円） 
－ － － 0.25 0.35 1.4 2.75 8.5 8.5 8.5 

本体販売数量（単

位：台） 
－ － － 25 35 140 285 300 300 300 

センサ売上高（単

位：億円） 
－ － － 0.08 0.26 0.79 1.8 2.1 2.1 2.1 

センサ販売数量（単

位：セット） 
－ － － 750 2,550 7,800 18,000 21,000 21,000 21,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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統計によれば脳神経外科の施設数は約 2,400 施設である。統計などから装置本体の市場規模は、1 施設あ

たり１～2 台所有していると考えられ、平均 1.5 台と考え推定する。1.5 台/施設×2,400=3,600 台が装置

本体の市場規模と推測している。 

減価償却資産の耐用年数 5 年を元に機器の更新サイクルを 5 年として、買換需要の 30％のシェアを獲得

することを目的として投資回収計画に設定した。 

センサについては、手術件数（≒患者数と仮定する）に対して 1 個使用される。統計より年間の対象症

例が約 2,000 件〜5,000 件と推測している（2015 年度脳神経外科の主な手術件数・病院情報局統計資料

より）。これは侵襲的な頭蓋内圧測定の適応件数であり、非侵襲的となると適用範囲が広がるため、 

1 台あたり年間 30 症例の適用として投資回収計画に設定した。 
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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” 

販売に関しては弊社の卸売部門で対応するが、直接全国の医療機関への販売となると対応しきれないた

め、必要に応じて専任の部署を立ち上げて全国及び全世界に対する販売に対応する予定である。 

弊社と取引先のある全国各地の卸売り企業、医療機器販売店とも販売連携予定している。 

装置販売に関する契約は、弊社との取引契約があれば販売は可能とする予定である。 

弊社と直接の取引がない場合は、弊社と取引のある卸売り会社を通じて販売をする予定である。また同

じ医療施設での製品に関する引き合いの話が、複数の取引先からもたらされた場合には、情報優先で対

応する予定としている。 

 

今回の開発を行う耳栓型圧力センサは、単回使用の製品として製造し滅菌されて市場に供給される。 

そのため、本体の販売活動だけではなく、製品の使用頻度を上げることが販売戦略上、重要となる。 

 

リスクの無い安全な頭蓋内圧測定という最大の特徴を PR ポイントとして、学会会場での展示や医療機器

展示会への出展を行い、製品の有用性などを認知させる活動を行う。共同研究機関の先生方による論文

発表、学会発表やセミナー発表などを行い、非侵襲的頭蓋内圧測定を行う有用性を広く知ってもらい、

頭蓋内圧測定の機会を増やす活動を行い販売戦略とする。 

 

 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 

⚫ PMDA 対面助言準備面談（2018 年 11 月 28 日@PMDA） 

既承認前例との比較データを資料賭して提出し、面談を実施した。 

⚫ PMDA 対面助言開発前相談（2019 年 3 月 12 日@PMDA） 

薬事申請時に必要とされる試験内容及び該当する一般的名称についての助言を得るため、相談を実

施した。 

その結果、試験内容に関しては、本品の有効性及び安全性を担保するために必要な要件及び、臨床

的位置づけから 2 通り想定される方向性の各々について、必要と考えられる要件について助言を頂

いた。また、動物実験についてはヒトとの同等性が不明確であることから実施せず、臨床試験へ移

行するよう、助言を頂いた。なお、試験プロトコルや達成基準については、予定通り、別途対面助

言を実施することとなった。 

一般的名称については、「頭蓋内圧力計」に該当する旨、助言を頂いた。 

 

 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） 

2019 年 1 月 24 日、先行技術の国内・国外特許の検索をおこない、国内 280 件、国外 608 件の検索

結果から類似の出願は確認できなった。 

⚫ 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 

2019 年 2 月 12 日、すでに開発された部分において権利化の依頼を特許事務所におこなった。 

3 月末時点で、特許出願の原稿の作成まで完了した。なお、ブラックボックス化する部分は、権利化

に含めない検討を行った。 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

共同出願者である信州大学の知財部門と協議して対応を実施する予定。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

２次試作機を使って電気的安全試験をおこない規格を満足することを確認する。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

本測定機器の原理原則に関する論文を 1 件執筆し、脳神経外科領域の学会又はジャーナルに投稿し

ている。また、PMDA 開発前相談において、測定原理説明資料を作成し、本測定機器のメカニズム

をアルゴリズムとして、測定原理妥当性を示し、了承を得た。 

なお、承認申請に必要な試験成績に関しては、あらかじめ信頼性調査を見据えて準備するよう、

PMDA 開発前相談において助言を頂いた。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

2019 年 2 月時点での想定する販売の主ターゲットの候補選定を行い、主ターゲットに対して販売能

力が高いと思われる、想定する代理店・卸売り店の選定リストの作成し、選定を行った。この結果

を受けて、2019 年度も継続して想定する代理店・卸売り店の選定を引き続き行う。 

供給体制については、2020 年度に体制を構築する予定となっている。 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

2020 年度に実施を予定している販売計画作成時に策定される予定となっている。 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

第一種製販業を持つ株式会社フジタ医科器械の QMS 体制下のもと、製造業取得予定の株式会社イチ
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カワが製造する。 

⚫ 広報・普及計画 

2020 年度に実施を予定している販売計画作成時に策定される予定となっている。 

 

 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本品における測定原理について相談 

②本品における薬事的な戦略策定 

③非臨床試験、臨床試験の確認 

①PMDA準備面談を実施 

②PMDA開発前相談を実施して方針を決める 

③上記開発前相談後に、PMDA 追加面談で確認す

る 

知財 

①第 3者の出願国以外における製造、販売 

②新規測定アルゴリズムの特許出願、公開による

第 3者の模倣 

①新規出願特許の出願国検討 

②ノウハウ秘匿とする部分の検討 

 

技 術 ・

評価 

①計画通り計測アルゴリズムの改良 

 

①信州大学附属病院の改良提案をうけて測定精

度の向上を実施する 

その他

事業化

全般 

①AMED の公募事業に初めて採択されたために事

業管理に係る事務手続き等に理解が足らず、不

明点が多い 

①疑問点が出たら、逐一確認を行う事とする 
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1.6 2018年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

研究開発分担者の信州大学医学部附属病院で行った１次試作機の結果から、医学的・技術的検証のフィードバックを受けて、2 次試作機の要求仕様

書の作成と 2 次試作機製品化仕様書の作成を行い、2 次試作機基板の製作を行う。承認に向けて PMDA へ薬事相談（対面助言・開発前相談）を行い、

承認に向けた準備を進める。販売戦略として、筐体デザインの決定とモックアップを作成し確認を行う。また本開発品が有する「使用目的または効

果」を元にメインターゲットとなる診療科の決定を行い、ターゲットとする診療科に強いルートを持つ代理店・販売店の選定準備を行う。 

 

(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 

2 次試作機 耳栓型圧力センサで外耳道脈波を検出し、頭蓋内圧を類推する装置 

耳栓型圧力センサ 外耳道に設置し、外耳道脈波を検出する圧力センサ 

 

(3) 2018年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018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) 製品化仕様決定 

（フジタ医科器械） 

・2017 年度までの信州大学医学部附属病院・

株式会社イチカワで行った１次試作機による臨

床評価、研究報告のフィードバックを受けて、

頭蓋内圧測定精度の改善・外耳道内脈波センサ

の改良を盛り込んだ 2 次試作機の製品要求仕様

書を作成し、株式会社イチカワに 2 次試作機の

要求仕様として、2018年 9月 28 日に提出した。 

・2 次試作機の製品要求仕様書を元に株式会社

イチカワが 2018 年 12 月までに製品化仕様書の

作成を行う。 

2018年 9 月 ２次試作機要求仕様書 

 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

①製品開発・評価 1)製品化仕様決定 

（フジタ医科器械） 

・2018年 9月に 2次試作機要求仕様書の作成し、

株式会社イチカワに 2 次試作機要求仕様書を提出

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

 

 

○実施が完了した。 
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2018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 

2) 製品化仕様決定 

（イチカワ） 

・1 次試作機の結果から頭蓋内圧実測値と推定

値の相関性能の改善検討し、株式会社フジタ医

科器械に報告を行う。 

 2018 年 9 月にフジタ医科器械で作成される

２次試作機製品要求仕様を元にハードウェアの

改良内容とソフトウェアの改良内容を検討して

2018年 10月までに製品化仕様書を作成する。 

2018年 10月 製品化仕様書 

(ア)ハードウェアの改良(開発） 

・波形解析データ処理を行う演算処理 CPU 基

板を追加。 

2018年 12月 回路設計、A/W 設計 

(イ)ソフトウェアの改良(開発） 

・波形解析アルゴリズムとプログラム処理を

変更追加。 

・個体情報等のパラメータ入力。 

2019 年 1 月 アルゴリズム設計、プログラム

製造 

 

3) 製品化・試作機開発 

（フジタ医科器械） 

・医療機器の製品化における重要なポイント

の一つとして製品デザインが挙げられる。工業

デザイナーに、筐体デザインのラフスケッチ画

３種類を交付決定後、すぐに依頼し筐体ラフス

ケッチ画を作成する。 

2018年 11月 筐体デザインラフスケッチ画 3

種類 

 

①製品開発・評価 2)製品化仕様決定 

（イチカワ） 

・１次試作機の結果から頭蓋内圧実測値と推定値

の相関性能の改善検討し、株式会社フジタ医科器

械に報告を行った。フジタ医科器械で作成される

２次試作機製品要求仕様を元にハードウェアの改

良内容とソフトウェアの改良内容を検討して 2018

年 10 月に製品化仕様書を作成した。 

 

(ア)ハードウェア改良(開発） 

回路図、AW 設計を完了して、２次試作基板（12

枚）の製造を完了した。 

 

(イ) ソフトウェア改良(開発) 

画面表示ソフトウェアの製造と改良アルゴリズ

ムの組み込みを行い、２次試作機のソフトウェ

ア作成を完了した。 

 

 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（フジタ医科器械） 

・筐体・耳栓型圧力センサのデザインを依頼する

デザイン会社の選定を行い、契約と発注を行い、

ラフスケッチ画の納品を受けて実施が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

 

 

 

 

 

 

(ア)ハードウェア改良(開発) 

○実施が完了した。 

 

 

(イ)ソフトウェア改良(開発) 

○実施が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 
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2018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 

・出来上がった筐体ラフスケッチ画を使用し

て「（６）販売戦略①市場調査」にて調査を行い、

調査結果を元に、2018年 12 月に筐体スケッチ画

を作成し、筐体デザインを決定する。 

2018年 12月 筐体スケッチ画 

 

・2019 年 1 月から筐体スケッチ画を元に、３

D-CAD 筐体設計図を作成し、３D プリンターによ

る筐体モックアップを作成する。筐体モックア

ップを使い、臨床使用を想定した形状等の検討

を行う。2019 年 1 月中に筐体に関する修正点等

の洗い出しを行い、修正点等を３D-CAD 筐体設計

図に反映をさせて、３D-CAD 筐体設計図を完成さ

せる。 

 

・2019 年 1 月 ３D プリンターによる筐体モ

ックアップ 

 

 

 

 

 

 

・2019 年 2 月に、完成した３D-CAD 筐体設計

図を元に、シリコン型による試作筐体を 12セッ

ト作成する。 

2019年 2 月 

・３D-CAD筐体設計図 

 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（フジタ医科器械） 

・12月 6 日から 7日に行われたマイクロサージェ

リー学会で市場調査の結果をもとに、スケッチの

作成を依頼し、スケッチ画の納品を受けて実施完

了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（フジタ医科器械） 

・筐体スケッチ画の完成を受けて、3Dプリンター

による筐体モックアップの作成を依頼した。 

3D プリンターによる筐体モックアップの納品を

受けて実施が完了した。 

 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（フジタ医科器械） 

・筐体スケッチ画の完成を受けて、3D-CAD 筐体設

計図作成を依頼した。3D-CAD 筐体設計図の納品を

受けて実施が完了した。 

 

 

 

 

○2019年 1月 8日に納品検収を行い実施が完了

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2019年 1月 31日に納品、2019年 2月 4 日に

検収を行い実施が完了した。 

 

 

 

 

 

 

○2019年 1月 31日に納品、2019年 2月 4 日に

検収を行い実施が完了した。 
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2018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 

 

 

・シリコン型による試作筐体 12 セット 

 

 

 

 

 

 

（信州大学医学部附属病院） 

・学会参加：非侵襲頭蓋内圧測定は先行する

実施例が無いため、日本脳神経外科学会総会に

参加して低侵襲または非侵襲頭蓋内圧測定の可

能性検討に関する研究について最新動向を調査

すると共に、シンポジウムに於いて発表し本製

品の機能に対する学会参加者の価値観や意見を

収集する事により、製品化仕様決定および知財

戦略検討の参考とする。 

2018 年 10 月 学会参加報告書(調査結果、シ

ンポジウム結果) 

 

製品仕様提案：2017 年度までの評価結果にお

ける頭蓋内圧測定精度を改善するため、株式会

社イチカワにて行う 2 次試作機製作に必要な下

記要素の改良提案行い、製品仕様に反映する。 

・頭蓋内圧算出方法の改良提案(～2018 年 11

月) 

 

 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（フジタ医科器械） 

・3Dプリンターによるモックアップを使い、ダミ

ー基板を作成して確認を行った。確認の結果、設

計段階では想定できなかった部品の干渉があり、

一部設計変更を行った。そのため、当初の計画よ

り若干納品が遅れたが、試作筐体 12セットの納品

を受けて実施が完了した。 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（信州大学医学部附属病院） 

・日本脳神経外科学会総会参加済（2018 年 10 月

10 日～12日）し、報告書を作成した。 

 

・日本脳神経外科学会総会にて、演題「非侵襲的

頭蓋内圧測定への挑戦（後藤哲哉、降旗建治、本

郷一博、小池徳男、安本智志、前多宏信）」で口頭

発表済みである。 

 

 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（信州大学医学部附属病院） 

・2018 年 11 月に頭蓋内圧測定方法（測定アルゴ

リズム）の改良提案をイチカワ、フジタ医科器械

に提案済である。 

 

 

 

 

 

 

○2019 年 2 月 28 日に納品・検収を行い実施が

完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

・フジタ医科器械に報告書の提出を行い、実施

が完了した。 

（交付決定を受ける前に、行った研究に基づく

発表である。） 

 

 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

・2018 年 11 月の改良提案を正式な頭蓋内圧測

定方法改良提案書として提出した。 
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2018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 

・外耳道内脈波センサの改良提案(～2018 年

10 月) 

 

 

 

論文発表：本事業の非侵襲的頭蓋内圧測定器

は新規開発の医療機器である為、脳神経外科分

野の学会またはジャーナルに論文投稿（英文）

を行い、その原理原則の認知、賛同を得る。 

2019年 2 月 投稿論文 

 

（イチカワ） 

・設計製造スケジュール 

ハード設計：2018年 10月から 2019年 1月 

 

ソフト設計製造：2018 年 10 月から 2019 年 3

月 

製造：2019年 1 月から 2019 年 3 月 

 

・製品化仕様書をもとに、回路変更・基板 A/W

設計、ソフトウェア設計を行う。 

・回路変更（波形演算処理 CPU を追加、PWM

出力回路追加） 

・回路図、部品表作成。 

 

・基板 A/W 設計（基板レイアウト図、基板パ

ターン図、基板シルク図、基板実装データ、基

板印刷マスク）。 

 

・試作基板（12 枚）を製造する。 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（信州大学医学部附属病院） 

・2018 年 10 月に外耳道内脈波センサの改良提案

をイチカワ、フジタ医科器械に提案済である。 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（信州大学医学部附属病院） 

・2019年 3月に論文「Natural resonance frequency 

of brain depends on only intracranial pressure」

を Clinical Research に投稿済である。 

 

 

 

①製品開発・評価 3) 製品化・試作機開発 

（イチカワ） 

・ハード設計：回路図、部品表、AW 設計を完了し、

２次試作基板（１２枚）の製造を完了した。 

 

・ソフト設計製造：頭蓋内圧測定方法改良提案を

受けて、改良アルゴリズムの作成と画面表示のソ

フトウェア製造を完了した。 

 

・頭蓋内圧測定方法改良提案を受けて、回路変更

（波形演算処理 CPU を追加、PWM 出力回路追加）

を行った。 

 

・回路図、部品表作成が完了した。 

 

・基板 A/W 設計と、部品配置図が完成しパターン

設計が完了した。 

 

 

○実施が完了した。 

・2018 年 10 月の外耳道内脈波センサ改良提案

を正式な外耳道内脈波センサ改良提案書として

提出した。 

 

○実施が完了した。 

・論文投稿を行い完了した。 

（交付決定を受ける前に、行った研究に基づく

論文投稿である。） 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

 

 

○実施が完了した。 

 

 

 

○実施完了した。 

 

 

 

○実施完了した。 

 

○実施が完了した。 
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2018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 

（製品電気試験用：3枚、ソフト開発用：1 枚、

臨床研究用：1枚、デザイン設計検討用：2枚、

臨床用：5枚） 

 

7) リスク評価 

（フジタ医科器械） 

・信州大学医学部附属病院・株式会社イチカ

ワで行った１次試作機による臨床評価、研究報

告のフィードバックを受けて、「（１）製品開発・

評価②製品化仕様決定」で作成された２次試作

機要求仕様書に対するリスク評価を行い、承認

申請時の別添資料に反映させる。 

2018 年 10 月 ２次試作機要求仕様書に対す

るリスク評価表 

 

・試作基板（12 枚）の製造を完了した。 

 

 

 

①製品開発・評価 7)リスク評価 

（フジタ医科器械） 

・2018 年 10 月に 2 次要求仕様書に対するリスク

評価が完了した。 

 

○実施が完了した。 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

②臨床研究 

治験計画書作成 

（ドリームメディカルパートナーズ） 

 2018 年 11 月までに治験実施計画書のドラ

フトを作成する。その後、治験デザインの作成

を 2019年 1 月までに実施し、翌年以降、臨床プ

ロトコルの作成を実施する計画とする。計画書

の作成に当たっては、随時、分担機関である信

州大学医学部附属病院の医学的支援を受けなが

ら実施する。 

2018年 11月 治験実施計画書（ドラフト）作

成 

2019年 1 月 治験デザイン作成 

▶ 

【進捗 100％：〇】 

②臨床研究 治験計画書作成 

（ドリームメディカルパートナーズ） 

・既承認前例である２製品との差分表を作成し

2018年 11月に PMDA対面助言準備面談時の事前資

料として PMDAに提出した。この内容を踏まえて、

対面助言準備面談を実施した。 

（2018 年 11 月 28 日 PMDA 対面助言準備面談実

施。） 

 

･上記を踏まえて、当初より計画をしている治験計

画（5施設 25症例）での資料作成準備を進め、治

験計画書のドラフト案を作成した。その後、PMDA

の開発前相談において、本開発機器のコンセプト

について「非侵襲頭蓋内圧測定機器」としての治

験実施が決定した事、また、動物とヒトとの測定

▶ 

 

○2018年度の目標は達成した。 

・2018 年 11 月 28 日に PMDA 対面助言準備面談

を実施した。 

当初の予定より事業の進捗に若干の遅れが生

じたものの、2018年 11月に PMDA対面助言準備

面談用資料として提出した既承認前例 2製品と

の差分表の内容も踏まえて、治験実施計画書の

作成を進め、結果としてドラフト版の作成を完

了した。今年度の成果を踏まえ、2019年度は下

記の通り実施する予定である。 

 

・PMDA 開発前相談時の助言を受け、2019 年度

に3施設60例の非侵襲頭蓋内圧測定機器として

の治験実施計画立案と治験デザイン作成を完了

し、PMDA 治験プロトコル相談を経て計画書を確
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2018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 

環境の違いによる不確定要素が懸念されたこと

で、動物実験を実施せず臨床試験へ移行する旨の

助言を頂いたことで、治験計画を修正し（3 施設

60 例）、2019 年度に治験プロトコル相談時の事前

資料として活用する予定に変更した。 

2018年 11月 治験実施計画書（ドラフト） 

2019年 1 月 治験デザイン作成（ドラフト） 

定したうえで、同年度中に治験実施に移行する。 

なお、計画書作成に当たり必要となる医学的支

援については、引き続き、信州大学医学部附属

病院との連携を高めていく事でスピードアップ

を図る。 

 

③薬事戦略 

1) 体制構築（薬事戦略策定） 

（ドリームメディカルパートナーズ） 

 本事業は、医療機器としての製造販売承認

を得る上で、治験を含む薬事関連業務が重要な

役割を担う。従って、関係者間で本事業の薬事

戦略を共有し開発品の実用化に寄与するべく、

薬事戦略を 2018年度中に策定・確定する。2018

年 9 月までに本研究開発に関わる非臨床試験の

内容確認作業を行い、2018年 12 月までに既承認

前例との比較検証を実施する。これらを総合的

にまとめ、本事業の薬事戦略の方向性を 2019 年

2 月までに策定する。併せて、PMDA 対面助言に

よる薬事相談（時期は（３）②にて記載）の結

果を踏まえて、薬事戦略をブラッシュアップし、

2019 年 3 月までに戦略確定及び関係者間での薬

事戦略のコンセンサスを得る。 

2019年 2 月 薬事戦略策定 

2019年 3 月 薬事戦略確定 

2) 薬事相談（PMDA：対面助言） 

（信州大学医学部附属病院） 

 医学的見地から本測定器における外耳道内

脈波から頭蓋内圧の算出を可能とするメカニズ

▶ 

【進捗 100％：〇】 

1) 体制構築（薬事戦略策定） 

（ドリームメディカルパートナーズ） 

・開発品を医療機器として、製造販売承認を得る

ために、薬事関連業務の役割を担当した。 

本事業の薬事戦略を共有し開発品の実用化に向け

て、薬事戦略を 2018年度中に策定・確定し、関係

者間で共有しコンセンサスを得た。 

 

PMDAとの正式面談にむけた協議を開始した。 

2018 年 11 月 28 日に PMDA 準備面談実施した。ま

たその後 2019年 3 月 12日に、PMDA開発前相談を

実施した。 

開発前相談では、既承認前例である頭蓋内圧測定

用システム（機器とカテーテル）との比較検証を

実施して同一部分と差分を明確にし、PMDAの理解

を得た。 

そのうえで、非臨床試験の内容確認を行い、合わ

せて臨床試験の部分にも踏み込んだ形で全体像の

グランドデザインとして薬事戦略を立案し、コン

センサスを得た。これらを総合的にまとめ、本事

業の薬事戦略の方向性を確定させた。 

2018年 3 月 薬事戦略確定 

▶ 

 

 

 

〇薬事戦略策定の時期としての変更は行わず、

予定通り完了した。 

2018 年度に作成した薬事戦略を基軸に、2019

年度の薬事関連の対応を円滑に進める。 
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2018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 

ムを解明し、PMDA 開発前相談等において測定原

理妥当性を解説する。 

・メカニズムを解明(～2018 年 8 月) 

・裏付けデータ解析(～2018 年 9 月) 

2018年 10月 測定原理説明資料 

（ドリームメディカルパートナーズ） 

・2018 年 10 月に PMDA 全般相談を実施し、本

開発品に関する今後の開発前相談、プロトコル

相談に向けた適切な相談事項・相談資料のアド

バイスを受ける。 

2018年 10月 PMDA全般相談実施 

・2018 年 12 月に PMDA 開発前相談を実施し、

本開発品に関し、どのような各種試験が必要と

考えられるか、 また、治験に対する見解につい

てアドバイスを受け、薬事承認に必要な事項を

確認・整理することで本事業の薬事戦略に落と

し込むこととする。 

2018年 12月 PMDA開発前相談実施 

        薬事戦略に反映 

具体的な相談内容は下記の通り計画する。 

＜本開発品のおける PMDAへの具体的な相談内

容＞ 

 既存の頭蓋内脳圧装置（既承認前例）を用

いた場合と本開発品の使用例のそれぞれで、測

定結果（各検査データの蓄積を含め）を比較す

ることで新規概念の解析アルゴリズムの妥当性

（有効性も含め）が評価可能な臨床試験のあり

方等につき、相談を通じて明確化する。 

 

 

2) 薬事相談（PMDA：対面助言） 

（信州大学医学部附属病院） 

医学的見地から本測定器における外耳道内脈波か

ら頭蓋内圧の算出を可能とするメカニズムを 

アルゴリズムとして、PMDA開発前相談等において

測定原理妥当性を解説した。 

・メカニズムを解明(～2018 年 8 月) 

・裏付けデータ解析(～2018 年 9 月) 

2018年 11月 測定原理説明資料作成した。 

 

（ドリームメディカルパートナーズ） 

・当初計画の PMDA全般相談の実施ではなく、2018

年 11 月に PMDA 準備面談において、既承認前例と

の比較表を資料とした面談を実施したため、全般

相談は実施しない事と計画変更した。 

当初計画において、2018 年 12 月に予定した PMDA

開発前相談は、資料の準備不足及び業務日程の調

整不良のため、計画を変更し、2019 年 3 月 12 日

に実施した。本開発品に関し、どのような各種試

験が必要と考えられるか、 また、治験に対する見

解についてアドバイスを受け、薬事承認に必要な

事項を確認・整理することで本事業の薬事戦略に

落とし込み、薬事戦略の策定も完了した。 

 

 

 

○実施が完了した。 

・2018 年 11 月 28 日に行った PMDA 対面助言準

備面談で頭蓋内圧の算出を可能とするメカニズ

ムの説明を実施した。 

 

 

 

 

 

 

〇完了した。 

当初計画から変更があるものの、薬事戦略策定

の時期としての変更は行わず、完了した。 

PMDA開発前相談については、各種試験の相談、

治験に対する見解のアドバイスを受ける目的で

実施するため、治験実施計画書（ドラフト）の

進行と併せて、2019年 3月 12 日に実施した。 

2019年度は、2018年に実施した PMDA 対面助言

の結果を臨床試験実施計画書等にフィードバッ

クし、確実な実績に繋げる。 

また、PMDA 対面助言については引き続き実施

し、行政とのコンセンサスを得た事業として、

より円滑な推進を図る。 

 

 

④知財戦略 

1) 戦略検討 

（信州大学医学部附属病院） 

▶ 

【進捗 100％：○】 

④知財戦略 1)戦略検討 

（信州大学医学部附属病院） 

▶ 

 

 

○実施が完了した。 
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2018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 

 2017 年度までの評価結果における頭蓋内圧

測定精度を改善するための対策を反映した外耳

道内脈波センサの改良および頭蓋内圧算出方法

の改良に伴う国内特許出願を行う（イチカワと

共同出願し、フジタ医科器械に専用実施権を許

諾予定）。 

 

2019年 2 月 特許出願書類（特許事務所） 

（イチカワ） 

 2017 年度までの評価結果における頭蓋内圧

測定精度を改善するための対策を反映した外耳

道内脈波センサの改良および頭蓋内圧算出方法

の改良に伴う特許出願を国内で行う（信州大学

と共同出願し、フジタ医科器械が専用実施権の

許諾を受ける予定）。 

2019年 2 月 特許出願書類（特許事務所） 

PCT 出願の各国移行に向けての特許動向調査

を実施する。 

米国：競合メーカ（ヘッドセンス他）の動向。 

欧州：競合メーカ（ヘッドセンス他）の動向。 

中国：競合メーカ（ヘッドセンス他）の動向。 

韓国：競合メーカ（ヘッドセンス他）の動向。 

2019年 3 月 特許調査報告書 

・権利化技術の頭蓋内圧算出改良方法につき基礎

開発済であり、計画通りにイチカワと共同出願の

ための準備が完了し、特許事務所に出願の依頼を

行った。 

 

 

 

④知財戦略 1)戦略検討 

（イチカワ） 

・出願項目とノウハウ秘匿項目の切り分け検討を

行った後に、信州大学と共同出願書類の作成まで

完了した。 

 

 

 

・既存特許について、PCT移行の実施を完了した。 

・2019年 1月、特許検索を実施し、検索結果報告

書を作成した。 

 

 

・出願項目とノウハウ秘匿項目の切り分け検討

を行った後にイチカワと共同出願のため、2019

年 3月に特許事務所に出願の依頼を行った。 

(出願日は 2019 年 4月 1日) 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

 

 

⑥販売戦略 

1) 市場調査 

（フジタ医科器械） 

「（１）製品開発・評価③製品化・試作機開発」

で作成した筐体ラフスケッチ画を使い、学術集

会や研究会の場等で、医師等から装置筐体形状

等について、臨床使用上を想定して筐体デザイ

▶ 

【進捗 100％：○】 

 

⑥販売戦略 1)市場調査（フジタ医科器械） 

・筐体・耳栓型圧力センサのデザインを依頼する

デザイン会社の選定を行い、契約と発注を行った。 

ラフスケッチが納品され、2018年 12月 6日から 7

日に行われたマイクロサージェリー学会で市場調

▶ 

 

 

○実施が完了した。 

・2018年 11月 30日に納品されたラフスケッチ

を使い、2018 年 12 月 6 日から 7 日に行われた

マイクロサージェリー学会で市場調査を行い、

調査結果を検討しスケッチ作成の依頼を行っ
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2018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 

ンについて調査を行う。2018 年 12月に調査結果

を元にして、筐体デザインを決定する。 

選定した筐体ラフスケッチは、結果は「（１）

製品開発・評価③製品化・試作機開発」の開発

項目として、筐体スケッチ画や試作機の筐体作

成などにフィードバックする。 

2018 年 12 月 筐体ラフスケッチによる市場

調査結果検討報告書 

 

2) 体制構築・チャンネルの確保 

（フジタ医科器械） 

体制構築は、販売ターゲットとする診療科の

検討並びに選定、および上市後に必要となる営

業活動にかかわる人員などに対する製品に関す

る教育資料の整備を目的とする。 

 チャンネルの確保は、上市後に必要となる

販売ルートの検討と選定を目的とする。正式な

販売ルートの決定は製品の発売発表後や上市後

になるが、販売ルートの決定に備えて代理店と

締結される代理店契約書（案）の作成、卸売り

店と締結される売買契約書（案）の作成、必要

に応じて締結される NDA 契約書（案）の作成、

および契約締結前に、取引先の確認・精査を行

い取引の可否を判断するための、取引先確認事

項チェックリストの作成も目的とする。 

 

 

2019年 3 月末時点での体制構築の目標・成果 

 上市後の販売を行う主ターゲットの検討と

して、PMDA と相談を行う承認申請の「使用目的

査を行い、スケッチの依頼を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 
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2018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 

または効果」（予定）と想定される使用状況など

の検討を行い、販売を行う際のターゲットとす

る主な診療科の検討会議を行う。2019 年度 2 月

末時点までの検討会議の結果をまとめて、想定

する販売の主ターゲットの診療科のリスト作成

を行う。ここで作成される想定リストは、継続

して行われるターゲットとする主な診療科の検

討会議にフィードバックされて、主ターゲット

の診療科決定のための検討材料として使用され

る。 

2019年 3 月末時点での目標・成果 

・販売の主ターゲットの検討結果報告書（2019

年 2 月末時点での想定した販売の主ターゲット

の診療科リスト） 

（継続） 

 

 

・2019 年 3 月末時点でのチャンネルの確保の

目標・成果 

 上市後の販売ルートの検討として、現時点

で考えられる「使用目的または効果」（予定）や

想定される使用状況などを考慮して、弊社の取

引先の取引内容から想定可能な診療科に対して

販売能力の高い代理店・卸売り店の選定会議を

行う。2019 年 2 月の検討結果をまとめて、想定

する代理店・卸売り店の選定リストの作成を行

う。ここで作成される想定リストは、継続して

行う代理店・卸売り店の検討会議にフィードバ

ックされて、代理店・卸売り店の決定のための

検討材料として使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥販売戦略 2)体制構築・チャンネルの確保 

（フジタ医科器械） 

・2019 年 3 月に実施した PMDA 対面準備面談資料

作成時の資料を基に、2019年 2月時点での想定す

る販売の主ターゲットの候補を選定した。この結

果を受けて、2019年度も継続して販売の主ターゲ

ットの選定を引き続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥販売戦略 2)体制構築・チャンネルの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実施が完了した。 

・2018 年度に作成した想定する販売の主ターゲ

ットの検討リストは、来年度も継続して行われ

る主ターゲットの検討会議にフィードバックさ

れる。(継続) 
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2018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 

2019年 3 月末時点での目標・成果 

・販売代理店、卸売り店の選定検討報告書

（2019 年 2 月末時点での想定した代理店、卸売

り店の選定リスト）（継続） 

（フジタ医科器械） 

・2019 年 3 月に実施した PMDA 対面準備面談資料

作成時の資料を基に、2019年 2月時点での想定す

る販売の主ターゲットの候補選定を行い、主ター

ゲットに対して販売能力が高いと思われる、想定

する代理店・卸売り店の選定リストの作成し、選

定を行った。この結果を受けて、2019年度も継続

して想定する代理店・卸売り店の選定を引き続き

行う。 

○実施が完了した。 

・2018 年度に作成した想定する想定する代理

店・卸売り店の検討リストは、来年度も継続し

て行われる想定する代理店・卸売り店の選定検

討会議にフィードバックされる。(継続) 

 

 

(4) 2018年度の到達点（総括） 

今年度の事業は薬事戦略に若干の遅れが生じたが、業務のウエイト・優先度を高めた結果、目標の達成を行うことが出来た。 

機器の開発に関しては、遅滞なく完了した。 

開発機器のアルゴリズムの改良を行い、2 次試作機に反映を行った結果、測定性能の向上が見込まれる。 

プロジェクト全体で見た場合にも、大きな問題は発生せず、順調に進捗し目標を達成したと評価している。 

来年度に予定している開発事項に対して、今年度の事業の結果を反映して遅滞なく実施が出来ると判断している。 
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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 
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(2) 2018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 

当初の計画通りの事業体制で、問題が生じることなく進めることが出来た。今年度については事業体

制について改善するべき点はなかったと判断する。 

 

 2) 事業の進め方 

基本的に月に 1 回行われる開発全体会議で常に進捗と問題点などの確認を行ない、事業を進めた。全

体会議以外にも、必要に応じて個別に会合を持ち問題点の解決を行ない、事業を進めた。交付申請に

時間がかかり事業開始時期の当初の予定より遅れたために、薬事関連の進捗に若干の遅れが生じたが、

無事に目標を達成した。それ以外の事業の進捗には問題を発生させることなく進めることができ、年

度の目標を達成することが出来た。そのため、改善するべき点はなかったと判断する。 

 

 3) その他 

AMED の公募に初めて採択されたので、交付申請や各種書類の作成する順番や方法などについて、理

解が乏しく時間を要した。この経験を生かし、次年度の事務手続きなどの進捗をスムーズに進めるつ

もりである。 
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(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 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし   

事業化体制 特になし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

PMDA全般相談（2018年 10月） PMDA全般相談（実施せずに準備面談実施） 以前フジタ医科器械として面談しており 

全般面談実施をせずに直接、PMDA開発前相談

準備面談を実施した。 

PMDA 開発前相談（2018年 12 月） PMDA 開発前相談準備面談（2018 年 11 月 28

日）、本相談面談（2019 年 3 月 12 日）を実

施した。 

事前の準備面談にて、開発前相談内容の 

方向性を 2018年 11月に PMDA側と協議した。 

その結果を踏まえて本相談を 2019 年 2 月に

予定したが、資料の準備不足及び日程調整の

不良から、2019 年 3 月 12 日に日程を変更し

実施した。 

 

(4) 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 医療機器承認を取得するための開発コンセプト、想定される適応疾

患、使用される状況をもっと明確にして PMDA 開発前相談に向けて準

備すること。 

PMDA 開発前相談時に、開発コンセプト、適応疾患、承認後の使用状

況想定を明確にした資料を準備して対応する。 

機器の効能・効果を客観的に示す非臨床試験の立案と臨床試験のプロ

トコルをどのように考えて組み立てるかを早めに想定して準備する

こと。 

非臨床試験において、本機器の効能効果を客観的に示す手段について

は代表機関である株式会社イチカワ及び、信州大学医学部附属病院と

共に、継続的に検討する。 

なお、本機器の性能評価を行うための動物実験については、ヒトとの

相違点から実験結果をヒトに対しても同様に適用できるかが不明で

あるとの助言（PMDA 開発前相談による）から、臨床試験として実施す

ることとする。 

臨床試験のプロトコルについては、臨床治験で示したい結果に適切な

内容となるよう、信州大学医学部附属病院と共に精査し、PMDAプロト

コル相談によるアドバイスを参考にして確定させる。 

保険適用に向けた戦略をいまから立案すること。 薬事戦略作成において、保険適用に関する戦略も立案する。 
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領域 指摘事項 対応 

簡単に測定できるために、診療報酬を目的とした安易な使用がされる

可能性があるが、どのような対応を考えるのか。 

装置乱用を防ぐために、厚生労働省経済課に適用患者、保険収載価格

などの相談をおこなう。 

知財 全ての特許出願を行わないで秘匿しておく部分などの検討が必要な

のではないか。 

特許出願の内容・範囲とノウハウなどの部分を含め、秘匿とする部分

の切り分けを行い、特許出願を行うようにした。 

技術・評価 開発品は、何に使用するのか。 開発品は外耳道内圧を測定し、測定値から頭蓋内圧を類推する装置で

ある。従来からある侵襲的な頭蓋内圧測定装置に置き換わる製品では

ない。侵襲的な頭蓋内圧測定装置とは異なり頭蓋内圧の上昇が疑われ

た患者に対して、簡単かつ非侵襲的に低リスクで頭蓋内圧測定を行い

診療・診断の指針の一つとして測定された情報を、医師等に提供する

事を目的としている。 

ニーズは把握しているのか。 頭蓋内圧の値は、頭蓋内の腫瘍や出血の増加、髄液貯留脳腫脹の程度

などの頭蓋内の状況を把握するために重要なデータとされている。侵

襲的な検査方法が適用できない大多数の患者の場合には、全身所見や

神経所見で診断し、特に意識障害により神経所見が判断しにくい場合

には、CT scan 検査のような画像診断検査を頻繁に行うなどにより類

推するしかない。このような手法は、臨床医（専門医）の所見が必要

なことに加えて、頻回の撮影には、放射線被ばくの問題もあり、医療

現場では大きな負担要因になっている。学会などの場で口頭による調

査では、診療・診断の指針の一つとして、簡便に非侵襲的に頭蓋内圧

の測定が可能な装置は、非常に有用であるとの回答を多数得ることが

できており、潜在的なニーズが多数あることを調査できている。 

適用する患者に制限は無いのか。 中耳炎を既往歴がある患者、外耳道に出血や損傷がある患者、錐体骨

骨折の既往歴がある患者、耳小骨に異常がある患者や鼓膜に異常があ

る患者は、開発機器での測定適用外となる。片耳に異常があっても、

他方の耳が正常の場合は正常な耳での測定が可能である。耳栓型セン

サのイヤーチップにより外耳道の密閉が可能ならば、小児や脳の萎縮

が顕著な患者であっても測定は可能であるが、測定の精度が出ない可

能性がある。 

耳栓型センサについて、滅菌ドレープの上から使用することで生物学

的安全性試験は不要になるのではないか。 

PMDA 開発前相談で、測定時に装着されるイヤープラグについは、通

常の健常皮膚として内耳への装着を踏まえ、通常の健常皮膚への接触

性を考慮し生物学的な安全性を担保することが助言された。他方、プ

ラグの供給実態から、そもそも外挿できる試験成績が既に存在してい

るという状況である場合には、あらたな生物学的安全性試験は必要な

く本材料の同等を示すために既承認前例として証明されるデータが

あれば、外挿して対応することも可能との提案があった。イヤープラ

グは医療機器として認証された製品の供給を受けて使用する。そのた
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領域 指摘事項 対応 

め生物学的安全性試験は不要とし、次年度の計画から生物学的安全性

試験を行わない計画に変更した。 

ユーザビリティ・安全を担保するデザインの検討をしているのか。 医療機器の開発のため、安全性を第一に考え開発を行っている。誤用

を起こさない、意図しない操作による誤動作などが起きない様にリス

ク評価でハザードの評価を行ない、開発を行っている。2 次試作機要

求仕様書の作成後に行ったリスク評価で判明したハザードの評価結

果を、作成した 2 次試作要求仕様書にフィードバックを行い、2 次試

作要求仕様書を完成させた。2 次試作要求仕様書では、誤操作により

不具合が起きない様な安全性を優先したユーザーインタフェースデ

ザインを要求し、誤用の起きない安全性を第一に考えた、2 次試作機

の設計開発を行っている。2 次試作機が完成した後、電気安全性試験

時、臨床評価時、治験/臨床試験時など、適時リスク評価を再実施し、

ハザードの評価、ユーザビリティの評価などを行い、安全性を担保す

るためのフィードバックとして、より安全性を高める予定である。筐

体開発については、プロダクトデザイン事務所に依頼を行い、プロダ

クトデザインの観点から使用者の安全性を考えた提案を受けて、筐体

開発を行っている。 

そ の 他 事 業

化全般 

特になし  

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

機の測定データの有効性について、既存侵襲型機器との相関関係を評価し

た 40 例の臨床評価を含めて、その理論的背景や精度を十分に説明すること。

その上で、本品の法規制上の位置づけを踏まえた計画書を作成し、2019 年 4

月までに PS 及び POの確認を得ること。 

「継続の条件の内容」と「評価委員のコメント」でご指摘いただきました

内容を踏まえた回答書（計画書）を作成し、2019年 3月に提出いたしました。 
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1.8 2019年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2019年度の事業概要 

１：2018 年度に製作を行った 2 次試作機の部品を組み立て、電気安全性試験に向けた 2 次試作機と各種冶具を製作、完成させる。 

２：信州大学医学部附属病院で、2 次試作機で臨床評価をおこない改良点の検証と最終的なフィードバックを行う。 

３：治験実施計画書を完成させて、IRB 申請書類等の各種申請をスムーズに進める。 

PMDA 対面助言による治験プロトコル相談の実施、データ解析手法の確定を行い、治験で得られるデータの信頼性確保に向けた準備を進めて、 

治験／臨床試験の実施を行う。 

 

(2) 2019年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①2 次試作機の作成 株式会社フジタ医科器械 2018 年度に作成した 2 次試作機の基板などを組み上げて、2 次試作機を完成させる。 

完成させた 2 次試作機は「各種安全性試験」、「臨床評価」や「治験／臨床試験」に使

用される。 

②2 次試作機電気安全性試験 株式会社フジタ医科器械、 

株式会社イチカワ 

2 次試作機の電気的な安全性確認を行ない、「臨床評価」および「治験／臨床試験」に

使用する機械としての安全性の評価を行う。 

また試験の結果、問題が判明した場合は、対策を行ない改めて試験を行う。 

③2 次試作機リスク評価 株式会社フジタ医科器械 2 次試作機のハザードの抽出、安全性の確認を行うために行うリスクの評価を行う。

使用者、使用環境などの考慮を行ないハザードの特定とユーザビリティなどに関する

リスクの有無と許容の可否等の評価を行う。 

電気安全性試験実施前と、「臨床評価」および「治験／臨床試験」の実施前と実施の

フィードバックを受けて、ハザード、ユーザビリティや安全性の再評価を実施し、安

全性を高める改良のためのフィードバックとする。 

④2 次試作機の臨床評価 信州大学医学部附属病院 2 次試作機を用いて頭蓋内圧の推測が可能な事を患者で確認し評価を行なう。 

⑤2 次試作機への臨床評価の反映 株式会社フジタ医科器械、 

株式会社イチカワ 

信州大学医学部附属病院の臨床評価の結果を受けて、改良するべき点などの検討と対

応を行う。 

⑥治験計画書作成 株式会社フジタ医科器械 

ドリームメディカルパートナ

ーズ株式会社 

ドリームメディカルパートナーズ株式会社が主体となり、治験実施計画書を作成す

る。治験デザイン、プロトコル等、医学的要素を必要とする各項目については、信州

大学医学部附属病院の医学的支援を得ながら作成を進める。また、治験実施計画書に

付属する症例登録票、治療経過報告書等の各種報告書、患者説明同意書についても、

同時に準備を完了させる。 

⑦PMDA 対面助言（治験プロトコル

相談） 

株式会社フジタ医科器械 

ドリームメディカルパートナ

ーズ株式会社 

ドリームメディカルパートナーズ株式会社が主体となり、治験プロトコルに関する

PMDA 対面助言を実施し、症例数、エンドポイント、治験デザイン（ランダマイズド

or レジストリー）、観察期間の相談により治験計画書の内容への反映、治験計画書の
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項目名 実施主体 具体的な内容 

完了に向けた最終調整を実施する。 

⑧データ解析手法作成 ドリームメディカルパートナ

ーズ株式会社 

信州大学医学部附属病院 

治験で得られる症例データを、適切な手法にて解析するための手段につき、ドリーム

メディカルパートナーズ株式会社と信州大学医学部附属病院との共同で検討し、

PMDA 対面助言の活用も行い確定させる。 

⑨治験実施施設への IRB 申請 株式会社フジタ医科器械 

ドリームメディカルパートナ

ーズ株式会社 

ドリームメディカルパートナーズ株式会社が主体となり、治験機関（信州大学医学部

附属病院及び他の施設）における IRB 申請に向けた資料のベースを作成することで、

治験実施施設が円滑に IRB 申請審査を行える環境を整える。 

また治験機関（信州大学医学部附属病院及び他の施設）に対して、株式会社フジタ医

科器械は、IRB 申請を計画時期通り実施し、円滑に治験が実施できるように準備を進

める。 

⑩治験届提出 株式会社フジタ医科器械 

ドリームメディカルパートナ

ーズ株式会社 

 

ドリームメディカルパートナーズ株式会社が支援することで、治験届を提出するため

の治験実施計画書、治験実施手順書等の書類作成及び体制整備を行い、治験届の提出

準備に備える。また、治験届提出後 30 日以内での監査について、ドリームメディカ

ルパートナーズ株式会社の支援もと対応を行う。 

⑪治験実施 株式会社フジタ医科器械 

ドリームメディカルパートナ

ーズ株式会社 

治験実施施設 

ドリームメディカルパートナーズ株式会社の協力のもと、信州大学医学部附属病院と

その他別の施設によって実施を開始する。なお、実施施設及び症例数については、

PMDA 対面助言等によって最終決定される。 

⑫特許各国移行 信州大学医学部附属病院、 

株式会社イチカワ 

イチカワと共同で各国移行手続きを行う（イチカワが契約する特許事務所にて） 

⑬特許調査 株式会社イチカワ 2018 年度に引き続き特許調査を行い、特許侵害を防ぐ調査を続行する。 

⑭体制構築・チャンネルの確保 株式会社フジタ医科器械 2018 年度に作成されたリストをもとに、主たる販売ターゲットと販売ルートの選定の

ための検討を引き続き行う。検討された結果は、2020 年度に実施される販売計画作成

のための資料としてフィードバックされる。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社フジタ医科器械 

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目６番１号 

電話: 03-3815-8810 / FAX: 03-3815-7620 / E-mail: h_maeda@fujitaika.co.jp 

 


