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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 医療機器製造業許可 15BZ200022 

株式会社ユニークメディカ

ル 
業許可 13BZ200945 

ラジエ工業株式会社 業許可 10BZ000035 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 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 S/N 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 

有機電極素子

　全素子が脳表に密着

脳表

ハイドロゲル

電極面
接続端子

有機電極 ハイドロゲル リード線

17
25 32

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 31

背面

本品 既存品 

非公開（追加） 

理由： 

電極構造・補強方法の部分で今後特許申請する予定となっており、その構造が形状

部分に含まれております。 

よって、この部分を非公開としていただきたいと思います。 
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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 

現行品と同じ 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

スケジュール変更理由

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製造工程及び省力化検討
　　　　　　　　　　　　　　　　（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） 試作品開発と評価（二次）

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

特定臨床研究（使用感などの確認）

保険適用に向けたデータ収集

体制再構築（QMS対応）

PMDA相談（評価）

★
R5.3：医療機器製造販売承認申請

★
製品仕様決定

特許調査

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

特許権利化・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）

製品仕様検討

品質性能試験手法・手順・規格策定

材料安定性確認（加速試験）

製品安定性確認

臨床リスクの助言

官能評価・製品仕様の助言 官能評価・製品仕様の助言 官能評価・製品仕様の助言

仕様・ニーズ調査

開発品薬事戦略検討

PMDA相談（全般/簡易）

PMDA相談（開発前/フォローアップ）

PMDA相談（全般/プロトコル）

PMDA相談（申請資料確定）
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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。 

  

非公開 

非公開 



 

10 

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 

⚫ 全般相談（2021 年 4 月 26 日@PMDA） 

承認前例のない原材料評価について、非臨床試験（生物学的安全性試験及びリスクマネジメント実施による

評価）で安全性が担保できることが説明出来れば、医療機器への原材料使用が可能である。 

⚫ 事業化コンサルティング（2021 年 6 月 14 日@AMED、TUKC） 

作成した非臨床プロトコル案を PMDA へ提示するにあたり、事前に内容の助言をいただいた。 

⚫ 全般相談（2021 年 9 月 30 日@PMDA） 

現在の進捗から次回進めるべき相談区分は、「非臨床プロトコル相談」で試験計画・内容を議論し進める。

また、提示した非臨床試験案とその妥当性説明では、電極移動評価条件の妥当性について指摘（脳モデル、人

工髄液、振動条件）をいただいた。 

⚫ 事業化コンサルティング（2021 年 6 月 14 日@AMED、TUKC） 

作成した既承認品との差分表及び非臨床プロトコルと妥当性説明を PMDA へ提示するにあたり、事前に内

容の助言をいただいた。 

⚫ 準備相談（2021 年 10 月 22 日@PMDA） 

非臨床試験のデータパッケージについて、in vitro（性能評価 12 試験、安全性評価 5 試験）及び in vivo 試

験（ラットを使った性能及び安全性評価とブタを使った使用模擬評価）の概要を提示したところ、in vitro 試

験では 6 項目の性能評価を行うこと。in vivo 試験では、性能及び安全性評価としてブタの長期留置評価の実

施を検討することを助言いただいた。 

また、相談対象とする試験数の絞り込みを検討することも助言いただいた。 

⚫ 再準備相談（2022 年 1 月 6 日@PMDA） 

準備面談の助言を踏まえ、改めてデータパッケージを提示。また、臨床医による非臨床試験評価系の設定根

拠及びその妥当性説明と、絞り込み検討したうえで相談対象とする試験数と該当区分について説明を行った。 

結果、本件は対面助言での議論とすることになり、現時点で気づいた細かいアドバイスや注意点、さらに充

足すべき内容についてコメントをいただいた。 

⚫ 医療機器プロトコル相談（2022 年 3 月 29 日@PMDA） 

準備面談及び再準備面談での助言を踏まえ、非臨床試験案とその妥当性説明及びデータパッケージを提示し、

各非臨床試験計画の妥当性と慢性留置時の安全性評価について対面助言を行った。 

各非臨床試験計画では、妥当とする点や説明が不十分な点、疑問などそれぞれに助言をいただいた。次に慢

性留置時の安全性評価については、ブタ等の大動物での試験実施が困難であれば、ヒトを対象とした臨床試験

の実施が必要であると助言をいただいた。 

 

 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） 

本医療機器の原型である頭蓋内電極、硬膜下電極に関する特許は主に 1980 年末～1990 年初めに米国で出

願されており、権利が消滅しているため、動作原理、形状、構造上の抵触の可能性はない。 

PVA ハイドロゲルや電極材料についても公知の事実であり、頭蓋内電極としてその組み合わせに言及する

国内外の特許は東北大学出願中のもの以外は確認していない。 

⚫ 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 
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現在、ハイドロゲル電極部の構成や補強手段、電極素子の加工方法等に関する特許の出願準備中。 

東北大学の出願特許をベースに、臨床医による改良指摘や製造上の改良点を応用特許として順次出願する予

定。 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

製品化にあたり、多くのノウハウが含まれ、医療機器であるため模造品による参入は考えにくいが、東北大

学出願特許が権利化されれば、それを広く解釈して警告、差し止めを試みる。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

従来品と異なり製品に水を含むため、保管や輸送、使用時の取り扱いで、経験のない問題が発生することも

考えられる。非臨床試験、臨床試験を通して、上市前に十分な対策を立てる予定である。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

PMDA 相談にて非臨床試験の計画書を提示し、求められるエビデンスについて確認したが、実施した試験

で、必ずしも予定通りの結果が得られないものもあるため、一部計画を修正して PMDA にその妥当性を確認

しながら、エビデンスの収集を進める。 

 

 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できることが確認出来ている。 

⚫ 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できることが確認出来ている。 

⚫ 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。 

 

  

非公開（追加） 

理由：特許出願予定の内容が記載されているため（電極構造・補強方法・電極素子の加工方法等）この部分

を非公開としていただきたいと思います。 
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 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 臨床試験無しで有効性安全性を担保するこ

と。 

① 臨床無しの条件として PMDA より示された

確認項目の実証方法について、PMDAプロト

コル相談にて妥当性を確認したが、小動物を

用いた有効性安全性の評価方法がヒトへの

適用の外挿性を示すには不十分とされたた

め、当初計画のベンチテストと動物試験に加

えて、小規模な臨床試験を実施する 

知財 

① 既存特許への抵触 

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 

④ 過去の研究文献の参照と信頼性 

① 今のところ、国内外で同目的、同内容の既存

特許は見当たらない。特許事務所等に依頼し

て継続的に類似特許の調査を進める。 

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して

いる。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。 

④ ハイドロゲルの技術については、多くの内外

文献で示され、公知の事実になっているの

で、追試で確認しながら利用する。 

技術 ・

評価 

① 製品安定性 

② 製造コストの採算性 

③ 製品仕様、品種に対する医療現場要求の把握 

① 流通や医療施設に於ける製品の常温保管に

対して、従来品と同様の有効期間を確保する

ために、ハイドロゲルの形成条件と加速エー

ジング試験による経時変化の関係を、論文と

実験より追求し、安定条件を求める。 

② 従来品に比較してハイドロゲル形成等の内

作工程が増えるので、原料液の調整や成形を

バッチ処理に出来るような製造条件を検討

する。 

③ 臨床医師アンケートやブタを用いた本電極

の使用模擬試験結果から、仕様や製品構成を

絞ると共に、臨床試験に備えて医療機器とし

ての体裁を整える。 

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 ゲルの柔軟性や電極素子の小型化を活かし

て、開頭域を小さく出来るなど、動物実験や

臨床研究により、従来品に無い使用上のメリ

ットを見出す。 

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。 
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1.6 令和 3年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

当年度は、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 

① 本医療機器の形状、寸法、構成、品種等最終製品の仕様の確定 

② 量産に向けての製造工程の確立と省力化検討、装置類及び清浄環境設備の導入と、それに基づく量産試作の実施 

これに並行して二次試作品を用いて 

③ 有効性を説明するための物理的特性評価と動物実験 

④ 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 

許認可戦略としては、承認申請に備えて 

⑤ 製品の有効性、安全性確認等の課題に関する作業の開始前の PMDA での簡易相談、開発前相談、医療機器プロトコル相談、評価データ獲得

後の医療機器評価相談の実施 

⑥ 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、QMS省令「製品実現」における各要求項目に沿った各工程の実施と記録作成 

知的財産に関しては、 

⑦ 試作品評価や製造工程検討で得られた改善や考案の特許申請、既存特許への抵触性調査による権利確保 

共同事業体の中で協力し合いながら進める。 

 

(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 3年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（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)製品化設計・一次試作評価 

（ユニークメディカル） 

非臨床評価で有効性安全性を確認するた

めの二次試作に備え、一次試作の評価結

果、臨床サイド情報を反映し 

①電極数、配列、品種設定 

▶ 

【進捗 97％ ○】 

1)一次試作品の性能評価、官能的評価を元に①電極数、

配列、品種設定 ②ゲル柔軟性（γ線照射後）設定 ③

その他改善点の設計修正（ハイドロゲルの柔軟性や電

極部の変形や乾燥に対する対応策） ④製品規格設定

を検討した。 

①及び④のうち操作上の指摘点は、二次試作以降の

▶ 
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

②ゲル柔軟性（γ線照射後）設定 

③その他改善点の設計修正 

④製品規格設定 

等の事項を設計仕様にまとめる。 

令和 3 年 6 月 

設計レビュー 

 

 

 

 

2)-1 材料安定性確認（加速試験） 

（東北大学） 

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。 

令和 3 年 7 月 

試験報告書 

 

2)-2 品質性能試験方法・手順・規格策定 

（東北大学） 

二次試作に備えて、一次試作結果を反映し

た品質検査法、性能規格等の設定をする。 

令和 3 年 8 月検査手順案 

検査規格案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“使用方法や使用上の注意事項”の検討段階に譲る

こととし、他の事項と電極性能やゲル形成法の改善を

踏まえ、現状の設計仕様をまとめた。 

①電極数、配列、品種設定及び④製品規格設定のう

ち操作上の指摘点は、計画二次試作の活動の中で実施

する。 

 

進捗 100％ 

 

 

2)-1 材料安定性については、昨年より加速エージング試

験を継続し、現段階ではおよそ１年半程度に相当す

る。材料寸法の変化は測定誤差程度に留まり、安定

していることが確認された。 

進捗 100％ 

 

 

 

 

 

2)-2 品質性能評価試験については規格案を作成済みであ

り、ゲル電極の洗浄後のサイズの評価方法、電極の

電気特性を評価するためのインピーダンス試験方

法、ゲル電極強度の評価方法などについて記載し

た。 

現段階では広い範囲で硬さの異なるゲルシート

を作製し、そのヤング率（硬さ）の評価を実施済み

で、東北大学病院にて触診により外れ値となる硬さ

の評価を行なった。東北大学病院（ユーザー）で希

望する硬さは、問題なく作製可能であることを確認

した。 

東北大学病院での評価で挙げられた「硬膜下電極

としての適用部位や使用方法によっては、希望する

硬さが若干異なる」との意見についてはゲルシート

の硬さが双方の希望を満たす条件設定を、製造工程

の構築の中で臨床側との話し合い等により検討実
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 

 

 

 

 

3)二次試作 

（ユニークメディカル） 

製品の適格性を評価し、量産ステップへ移

行の可否を確認するために 

a)  省力化機器の性能確認を兼ねた手作

り試作 

b)  試作品性能評価 

を行う。 

令和 3 年 9 月 

試作評価レビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（MEF） 

a)  省力化機器の性能確認を兼ねた手作

り試作の実施 

b)  試作工程の問題点指摘、課題解決法の

検討 

令和 3 年 9 月 

工程記録 

 

 

4)製造工程の構築と省力化検討 

（ユニークメディカル） 

施する。 

進捗 100％ 

 

 

 

3) 

a)10 月 8 日に製造委託予定の共同体（株）MEF にクリ

ーンルームが設置されたので、現地に赴き装置や作

業台の配置やクリーン度の確認を行った。10 月 25

日から作業環境整備やクリーン度維持のための取

り決めを行い、作業指導や現場に合わせた作業工程

の見直しをした後、二次試作を実施し、非臨床試験

等の各種評価に提供出来るレベルのものにするこ

とが出来た。 

進捗 100％ 

 

b)「試作品性能評価」に関しては、電気的性能につい

て電極－リード線接続上に問題があるものがあっ

たので、作業修正を指示したが、その後はすべて規

格通りとなっている。電極部－ケーブルの破断強度

や電極部の柔軟性については、十分に使用に耐える

値が得られたが、今後の In Vitro、InVivo 試験で評

価する予定。 

進捗 100％ 

 

 

a)10 月 25、26 日のクリーンルーム内で工程の指導を受

け試作を実施した。 

b)InVitro, InVivo や生安性試験、バイオバーデン試験等

の事前確認のためのサンプル製作を行いながら製作

工程の課題を検討した。 

進捗 90％ 

 

 

4)製造の安定性、工数低減のために補助材料の使用と生

安性への影響を調査しながら検討した。ハイドロゲル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試作品性能評価については引き続き来年度の

事業計画に基づいて、PMDA プロトコル相談に

て概念要求事項（計測/測定性能・電極の安全

性・透過性・絶縁性・接続強度）に関する評価

法が決まり次第実施する。 

それまでに予備評価を進め、その結果を、可能

な範囲で仕様や加工方法に反映する。 

 

 

 

作業に於ける製品への菌の付着（バイオバーデ

ン）を極力少なくするための部品の洗浄法や取

り扱い方法を引き続き検討する。 

 

 

 

 

 

一通りの製造体勢は確保できたので、工数を測

定しながら、省力重点ポイントを決めて改善を
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

二次試作時の工程の課題解決を織り込ん

だ製造工程の構築を行う。 

a)  ゲル化省力化機器を組み込んだ工程

手順、検査手順の検討 

b)  各種製造条件の検討 

令和 3 年 10 月 

工程手順書(案) 

 

（東北大学） 

量産向け加工条件の検討と生産工程の効

率化や品質の安定化に向けて 

 ハイドロゲル作製の簡略化検討 

 γ線照射の影響低減策検討 

 量産機器によるカーボン電極自動切

出し検討 

を行う。 

令和 4 年 1 月 

成形、コーティング条件規格の 

データ検討結果資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（MEF） 

a)  ゲル化省力化機器を組み込んだ工程

手順、検査手順の検討 

b)  各種製造条件の検討 

令和 3 年 10 月 

工程手順提案書 

 

成形の品質安定性の構築については東北大工学部に相

談しながら進めた。 

進捗 80％ 

 

 

 

 

 

 

ハイドロゲル作製には当初６工程要していたが、現在は

ハイドロゲルの凍結解凍時間・回数・温度などを見直す

ことで２工程まで簡略化した。同時に洗浄時に必要な洗

浄液の溶液量を見直し、最小量で安定してハイドロゲル

の洗浄が行え,DMSO 由来の臭いが抑制されることによ

り、十分に洗浄されていることを確認することが出来た。 

γ線照射により、ゲル自体が硬化してしまうことが想定

されているため、まずは照射強度と硬化度合い、および

滅菌効果を評価しており、20 kGy の比較的低いγ 線照

射でも十分滅菌が行え、ゲル強度にもほとんど影響がな

いことを確認した。 

この線量は製造工程の清浄度の目安となる。 

量産時において、カーボン電極の作製工程が律速するこ

とが想定される。従来は打抜き器により一つずつ電極を

作製していたが、自動切り出し装置を採用することで、

1分間に 20～40個程度の電極を生産することを可能にし

た。 

進捗 100％ 

 

 

 

ユニークメディカル技術担当からの工程手順指導やオン

ラインによる確認、試作品の評価依頼により、工程手順、

検査手順を習得した。 

進捗 100％ 

 

 

進める。ハイドロゲル成形安定性については装

置の見直しを行う。 
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 

5)-1 量産工程の確立・設備導入 

（ユニークメディカル） 

（MEF） 

量産試作に備えるため、製造環境や製造条

件の整備を行う。 

a)  クリーン環境の導入とバイオバーデ

ン管理 

b)  効率的加工条件等の検討 

令和 3 年 12 月 

製造工程確立 

 

 

 

 

 

 

 

5)-2 量産試作 

（ユニークメディカル） 

上市に耐えうる品質や性能の安定性や製

造条件の妥当性を確認し、改善を行うため

に、量産規模で試作し 

①工程妥当性確認 

②量産品質確認 

③概算工数見積り 

等を実施する。 

令和 4 年 3 月 

工程記録 

品質評価記録 

（MEF） 

製造に関わる教育訓練を受け、確立され

た製造工程での量産試作を行う。 

令和 3 年 11 月 

教育訓練記録 

令和 4 年 3 月 

 

5)-1 

a)クリーンルームは 10 月初旬に設置でき使用可能とな

った為、ハイドロゲル成形のための急冷凍結庫、解凍

用冷蔵ショーケースやホットスターラ、作業台、検査

装置などを導入した。 

バイオバーデン管理については、試作品の滅菌前汚

染菌数測定を実施したが、付着菌数がかなり多めであ

ったため、原因を調査した。ハイドロゲル部分とケー

ブル、コネクタに分けて菌数を調べた結果、ハイドロ

ゲル部分が著しく多いことが分かった。 

進捗 90％ 

「b)効率的加工条件等の検討」については、まず安定に

均一な性能、品質のものが作れるかを重視して進めた。

工程については、当面は治具による効率化や品質均一

化を図ることで完了とする。 

進捗 100％ 

 

 

 

ユニークメディカル技術担当が(株)MEF に赴き、一緒

に量産試作を行う予定であったが、対面が難しいことか

ら、文書やメール、オンラインによる技術移管によって、

組立工程や検査方法等を習得して貰い、量産試作を行っ

た。ユニークメディカルの依頼に応じて、バイオバーデ

ン試験や非臨床試験用試料を提供出来るようになった。 

滅菌工程については当面は無菌性を確認している線量で

実施する。 

進捗 100% 

 

 

外面の洗浄のみでは付着菌を洗い流せない構

造であり、工程毎の汚染管理が必要と思われ

る。バイオバーデン試験により、特にハイドロ

ゲル部分が多いと言うことが分かったので、菌

の種類を特定し、汚染源を突き止めて管理方法

を確立する。 
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

工程記録、検査記録 

② 非臨床評価 

1) 動物実験 

（東北大学） 

東北大学病院で実施する動物実験の準備

と支援をするために、動物脳に合わせた２

次試作品同等の実験サンプル作成し、実験

立会や実験後のフォローを行う。 

令和 3 年 6 月 

動物実験用サンプル仕様書 

 

 

（東北大学病院） 

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、以下の動物実験を実施する。 

a)  ラット脳長期間留置（4週間）における

製品耐性および生体安全性の確認 

b)  ブタ脳での脳波計測、皮質電気刺激の

性能、脳表への密着性及び組織学的安

全性の確認 

令和 3 年 9 月 

実験計画書 

令和 3 年 12 月 

実験報告書 

 

2)生物学的安全性試験 

（ユニークメディカル） 

8 種類の安全性試験依頼 

令和 3 年 9 月 

試験依頼 

 

3)電気安全性、MRI 適合性試験 

（ユニークメディカル） 

JIS 規格 2 種類、ASTM 規格４種類の試験

依頼 

▶ 

【進捗 100％ ○】 

1)動物実験はヒトと比べ小規模での実験になるため、こ

れに合わせた小さい脳表電極の作製方法を確立した。

また、ユニークメディカルでも同様の電極が作製でき

るように技術提供も現在行っている。 

進捗 100% 

 

 

 

 

 

 

動物実験のプロトコル案をまとめた。ラットに使用する

電極サンプルの仕様を決定し、ユニークメディカルに製

作を依頼した。 

R3 年 11 月にブタ動物実験を行い、ブタ脳での脳波計

測、皮質電気刺激の性能、脳表への密着性及び組織学的

安全性の確認を行った。 

R4 年 1 月にブタ脳および脳モデルにて、６名の専門医

による使用模擬試験を実施し、操作性や密着性について

従来品と比較して極めて高い評価が得られた。また、脳

波測定も従来品に遜色の無いデータが得られた。 

進捗 100％ 

 

 

2)最終製品としての GLP 試験を依頼するための必要量や

試験期間について、委託先に確認し今年度実施分は予

約した。皮膚感作性試験は抽出率確認試験、予備試験

は終了した。 

進捗 100％ 

 

3)試験実施に向けて外部試験機関とコンタクトをとり、

見積依頼を実施し試験依頼を行った。現在試験計画等

のやり取りを実施している。 

進捗 100％ 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMDA プロトコル相談（対面助言）の結果を受け

て、来年度の事業計画に則り、動物実験および

医師主導治験に備えて準備を進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き来年度の事業計画のとおり、（株）MEF

にて製作した最終製品を提供し、本試験の実施

を委託する。 

 

 

 

来年度の事業計画とおり、最終製品を用いて本

試験を実施する。電気安全性については、医療

施設で使用されている代表的な装置を用いて

確認する予定としている。 
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

令和 3 年 9 月 

試験依頼 

 

4)滅菌バリデーション 

（ユニークメディカル） 

製造環境整備、バイオバーデン試験、バリ

デーション依頼、滅菌後保存試験 

令和 3 年 12 月 

試験依頼 

 

 

 

4)クリーンルーム内工程で製作した製品のバイオバーデ

ン試験で、予想以上の付着菌数が認められたため、組

み立て工程ごとの付着菌の調査と部品洗浄、組立加工

上の注意点を検討した。検討結果よりバイオバーデン

低減対策実施後の製品を用いて本試験を実施に向け引

き続き対応中。 

進捗 100％ 

 

③ 臨床研究 
1) 官能評価 

（東北大学病院・国立精神・神経医療研究セ

ンター） 

 

2) 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。 

令和 3 年 12 月 

試作評価結果の提供 

 

3) 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

存製品の利用状況を調査する。 

令和 3 年 8 月 

調査報告書 

▶ 

【進捗 100％ ○】 

1)一次試作品についての評価、助言は完了。 

結果は二次試作に反映させる。 

進捗 100％ 

 

 

2）製品仕様についてはミーティング等で助言を受けてい

るが、従来品仕様がベースとなっており、今後の非臨

床評価を通して絞られてくるものと思われる。 

6 名の専門医による使用模擬試験においては、ゲル電

極部の首元がやや硬いとの指摘以外には、特に不具合

指摘は無く、仕様を生かした製品化に期待が寄せられ

た。 

進捗 100％ 

 

3)日本てんかん学会を対象としたアンケート調査を実施

し、ハイドロゲル電極に対する期待が非常に大きいこ

とが確認された。仕様については従来品に基づくもの

が多く、いろいろなバリエーションの要求があるが、

従来品の不都合点をカバーするための仕様も含まれる

ので、まずは多数を占めるものを標準仕様としたい。 

進捗 100％ 

▶ 
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

④ 許認可戦略 

1)PMDA 相談 

（ユニークメディカル） 

準備するべき添付資料とその内容の充

足性について、以下のような PMDA 医療機

器相談を通じて確認しながら進める。 

 簡易相談：使用前例未確認材料の扱い

確認 

令和 3 年 4 月 

 開発前相談（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ） 

令和 3 年 5 月 

 申請に求められる資料等プロトコル

相談：物理試験、動物試験妥当性 

令和 3 年 6 月 

 評価相談：品質、安定性、動物試験の

妥当性 

令和 3 年 11 月 

相談申込 

助言結果 

 

（東北大学病院、国立精神・神経医療研究セ

ンター） 

承認申請のために確実に資料作りや実施

工程が進むようにPMDA医療機器相談（開

発発前相談、プロトコル相談、評価相談）

や作業進捗ごとの助言、支援を行う。 

令和 3 年 4 月 

令和 3 年 5 月 

令和 3 年 6 月 

令和 3 年 11 月 

相談申込、助言結果 

 

2)製販業・製造業の QMS 再構築 

（ユニークメディカル） 

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）

 

【進捗 80％ ○】 

1)PMDA で提示された有効性・安全性に関する評価要求項

目について、東北大 CRIETO とのミーティングを重

ね、臨床ドクターの意見を聴取しながら、事業化コン

サルティングで助言を受けた内容を念頭に、非臨床試

験案及びその妥当性を説明するプロトコル案にまとめ

た。 

9月 16日の事業化コンサルティングにてプロトコル案

についての評価と助言を受け、PMDA への全般相談を

実施した。また、提示したプロトコル案を踏まえ、2 回

の準備面談を実施した。 

3 月 29 日にプロトコル相談（対面助言）が実施された

が、その場で、本品の慢性留置時の安全性について、

脳の大きさ、構造が異なるラットを用いた動物試験に

よる評価をヒトに外挿することは困難との指摘があ

り、臨床試験の実施を考慮せざるを得ない状況になっ

た。当初の予定では評価相談まで進む予定であった

が、臨床試験の実施が決まったことにより評価相談等

は来年度に持ち越すこととなった。 

進捗 70％ 

 

 

 

東北大 CRIETO が主体となって、医療側の意見聴取やユニ

ークメディカルに対する PMDA 相談、承認申請の助言

を行い、非臨床プロトコル案のまとめや全般相談におけ

る支援・サポートを行った。 

結果として上記のとおり、対面助言において臨床試験の

実施となったため来年度の事業計画に従い引き続き支援

を行うこととなった。 

進捗 70％ 

 

 

2)昨年度から引き続き、(株)MEF の QMS 状況の把握や

QMS 体制の再構築（修正・追加対応）にむけ、書面整

備・オンラインによる指導・確認作業を実施。 

 

 

プロトコル相談で妥当性が確認された物理試

験や動物試験を実施すると共に、来年度の事業

計画に則って臨床試験の実施に向けて準備を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の事業計画に則り、引き続き、医療側の

意見聴取や取り纏め、非臨床試験、臨床試験の

準備や支援・サポートをしていく。 
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（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。 

令和 3 年 12 月 

調査報告書 

（MEF） 

新たな医療機器品目の追加、設備の導入に

伴う QMS 体制の再構築に向け、運用上の問

題点等抽出及び解決を引き続き実施する。

ある程度整った段階で製造販売業者であ

るユニークメディカルからの QMS調査を受

け状況を確認するとともに、結果を受けて

自社 QMS手順等の改訂や変更点の社員教育

も随時行っていく。 

令和 3 年 12 月 

調査報告書 

令和 4 年 3 月 

QMS 手順等の改訂状況確認 

ユニークメディカルでは、MEF 側の QMS 文書の全面

見直しと並行して文書調査を実施完了。 

MEF では、運用上の問題点等抽出及び解決に向け、QMS

文書を全面的に見直し中ではあるが、12 月から見直し

が終わった QMS 文書を随時運用開始している。 

進捗 100％ 

 

⑤ 知財戦略 
1) 各特許・意匠の出願 

（ユニークメディカル） 

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。 

令和 3 月 9 月 

出願状況確認 

 

（東北大学） 

上記過程で生まれた周辺特許、製法特許の

出願 

令和 3 月 9 月 

出願状況確認 

 

 

【進捗 100％ ○ 】 

特許出願に値する考案は幾つかあり、特許事務所向けに

出願案を作成中である。また、確認結果を踏まえながら、

出願内容のまとめ、特許事務所への相談している。 
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令和 3 年度実施内容（業務計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

⑥ 製造・サービス・販売 

1)保険適用に向けた厚労省との協議・方針決

定 

（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。 

令和 3 月 8 月 

協議結果の議事録 

 

2)QMS 省令に基づく製品実現工程の構築と

実行 

（ユニークメディカル） 

QMS 省令 第 26 条～第 36 条における要求

事項に従って製品開発を進め、承認審査時

の QMS 調査に備える。 

令和 4 年 3 月 

設計開発工程の各記録 

 

 

【進捗 100％ ○】 

1)臨床試験実施の可否について共同体内での話し合いの

結果、特定医療保険材料の加算も標榜しない方向にま

とまっている。 

事業化コンサルのアドバイスを受けて、厚労省医政

局経済課に保険適用の見込みについて念のため相談す

るが、方針は決まっているため完了とする。 

進捗 100％ 

 

 

2)設計開発関係の記録は進捗に応じ随時作成している。 

進捗 100％ 

 

 

 

 

(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 

令和３年後半の感染者減少の際に東北大学（工学部、病院）や国立神経・精

神医療研究センター、（株）MEF に適宜赴いて、対面での会議や技術指導を

実施し、進捗は改善傾向にあったが、その後のオミクロン株感染拡大で警戒

の高まりにより（株）MEF へのハンズオンによる製造指導ができなくなり、

コンソーシアム内の意思疎通も Web やメール等に限られていたため、その影

響で今年度内終了予定項目の遅れが目立った。 

３回目のワクチン接種や検査証明及び予防手段によって、可能な限り対面で

の話し合いやハンズオン移管に努める。 

 

 

(5) 令和 3年度の到達点（総括） 

当年度は、前年度の一次試作品の評価を踏まえて製品仕様を固め、二次試作を実施して、更にクリーン環境や設備を整備して量産試作までの製品実

現化工程を進めることが出来た。二次試作品を用いた専門医によるブタ脳および脳モデルでの使用模擬試験では、操作性や密着性について予想以上
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の高評価が得られ、製品のニーズや有用性が高いことが確認出来た。 

一方、許認可戦略については、承認申請に備えて製品の有効性、安全性を確認するための評価方法について、PMDA 簡易相談や医療機器プロトコ

ル相談更に医療機器評価相談を予定していたが、InVitro のベンチテストと動物試験について、可否を確認しながら試験方法を決めていくことにかな

りの時間を費やし、プロトコル相談で試験方針が決まったのが今年度末となった為、非臨床試験に着手出来なかった。 

結果的には、非臨床試験とともに、動物実験ではヒトへの外挿が難しい点に関して、小規模な臨床試験を実施することとなり、当初の事業計画で予

定していた令和５年度初めの承認申請は遅れる見通しとなった。 
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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 

 項目 評価 

① 事業進捗状況 計画に対する進捗、計画の見直し中断中止が必要な状況になってい

ない 

〇 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られている 
 

△ 

③ 実施体制 

代表機関を中心とした研究開発体制が適切に組織されている 〇 

製造販売企業等が意欲を持って参加している 〇 

コンソ内の十分な連携がとれている 〇 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い △ 

開発計画が具体的で明確な目標がある 〇 

⑤ 事業で定める項

目および総合的

に勘案すべき項

目 

妥当な医療現場のニーズが明確になっている 〇 

開発機器のコンセプトは明確になっている 〇 

知財戦略が立案されている 〇 

薬事戦略が立案されている 〇 

販売戦略が立案されている 〇 

⑥ 総合評価  〇 

 

 

(2) 令和 3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 

 本品の製品実現化においては、製品の設計と製造技術の開発に伴う物理・化学的課題の解決や工程の

効率化検討等を並行して進める必要があったが、これらを少人数で担当し、従来製品の開発では経験し

ていない部分も多かった。担当としてはいろいろ勉強にはなったが、事業を進める上では、タスクごと

に担当を分けて、それぞれが課題をこなす方が効率的だったと思う。 

 

 2) 事業の進め方 

 コロナ感染リスクによってコンソーシアム内の交流が出来なかったが、事業を進める上で互いの立

場や状況を理解するために訪問し合い、場合によっては短期出向の形でそこに入り込んで、課題解決に

取り組みながら進めたら進捗が早まったと考える。 

 

 3) その他 

 許認可戦略における PMDA 相談について、最終的に臨床試験の実施が必要という判断が得られるま 

でかなりの時間を要したが、プロトコル相談に至るまでに、相談内容の妥当性について斟酌し過ぎた

のではないかと思う。 
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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 

   

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） 

臨床試験なし 臨床試験あり PMDA 相談の結果 

特定保険医療材料の加点申請 従来品と同じ償還価格 従来品に比べ経済性、有用性の証明が困難 

 

(4) 課題評価委員会･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 作成した非臨床プロトコル案に対する細かい内容の指摘やアドバ

イス 

PMDA 相談前に指摘事項やアドバイスを踏まえ修正を行い、相談資料

として提出。 

知財 なし  

技術・評価 なし  

その他事業

化全般 

治験実施に向けた検討を早期に実施すること。 東北大学病院及び支援機関の東北大学病院臨床研究推進センター

（CRIETO）と共に治験実施の対応が出来るよう準備を進める。 
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(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

自社、先行製品を用いた脳表の慢性留置の際に生じ得る合併症を減少させ

ることを目的とした、医療的に価値のある改良製品の開発である。また、ハ

イドロゲルによる基材と、有機導伝導体による電極を組み合わせることで、

生体適合性と MRI 適合性に優れたシート型脳表電極の開発が、量産工程の

確立や設備導入の段階に到達していることを評価する。 

しかしながら、PMDA 相談が遅れている状況である。すなわち、代表機関

では治験に対応できる経験や体制が無いこと、資金的にも難があることを理

由に動物実験と非臨床試験を希望されている。これに加え、PMDA から少

数例の臨床治験を提示されていることも、結論がまとまらない要因である。

治験を行うのであれば、いずれにせよ、適切な方法を早期に選択すること、

さらに、海外展開も視野にいれて事業化を目指してもらいたい。 

コンソーシアム内では、本品が十分に臨床使用実績のある診断用医療機器

の改良品で、追加的な付加価値は小さく、既存品との差分に大きなリスクが

あるとは考えにくい為、非臨床試験のみで承認取得可能とのコンセプトで開

発を進めて来た。 

これまでに全般相談や準備面談等を通して、現時点で開発計画を変更する

場合には早急な方針決定が必要であることを PMDA へ説明し、医療機器プ

ロトコル相談（性能・安全性）において、非臨床試験プロトコルの妥当性お

よび充足性に加えて、臨床試験成績の必要性についても助言を受けた。 

提示した非臨床試験プロトコルのヒトへの外挿性が十分でないとみなされ、

PMDA から以前に示唆されたフィージビリティ位置付けの小規模治験が必

要になった。そのためコンソーシアム内では、対面助言終了後すぐに切り替

えて治験実施の対応が出来るよう準備を進めている。 

海外展開については、弊社では海外へ輸出を行った経験や体制が確立され

ていない状況のため、まずは当面の目標である日本国内における承認取得と

市場流通に注力し、国内での実績が積み重なった段階で海外展開を検討して

いきたいと考えている。 
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1.8 令和 4年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 4年度の事業概要 

製造販売承認申請の準備と、上市に向けた体制整備が重点課題となる。 

構築した量産工程で製造する最終製品を用い、各種非臨床試験を完了し、承認審査のための試験成績データの収集や整備すること、観察研究の実施

で本品の使用上の手順やノウハウ、注意点等を評価し使用方法欄等への反映が主なテーマである。 

仮に「臨床試験が必要」となった場合、前述した開発プロセスはそのままに、観察研究として実施予定の評価を治験項目に含め、治験評価データを

得るための治験プロセスを遂行する。 

更に、設計及び品質管理等の QMS 整備や、製品が品質、耐用、採算性で上市に耐えられるよう工程の品質安定性や生産効率向上作業も並行して進

める。 

 

(2) 令和 4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 これまでの評価や調査結果を反映し、最終仕様の調整と製造販売開始時の基本品種を選定する。 

量産試作時のゲル品質のバラツキや安定性加速試験の結果を検証し、製造上及び保存上でより

安定なハイドロゲル形成の条件を追求する。 

量産試作品の試験結果を元に、試験規格値、形状や寸法上の許容範囲等を決定する。また、工程

分析により作業を見直し、(株)MEF と協同し各工程の効率改善を図る。 

製品の有効期間裏付けの為、滅菌バリデーションで滅菌線量確定後、加速保存、常温保存の安

定性試験を実施する。 

非臨床評価用製品及び治験機器の提供を行う。 

東北大学大学院工学研究科 製造後の長期保存安定性を確認するため、材料安定性確認試験（加速試験）を継続し、経時変化

の有無を評価する。 

工程環境によるゲル品質のバラツキや加速試験の結果を検証し、製造上及び保存上でより安定

なハイドロゲル形成の条件を追求する。 

滅菌バリデーションで滅菌線量確定後、加速保存試験・常温保存試験を実施し、製品の有効期

間を外挿する。 

MEF 量産試作のバイオバーデン試験結果の検証、検証結果を踏まえたクリーン作業管理手順の検討

と、試作製造の過程での検討点をユニークメディカルと共有し、各工程の効率改善を図る。 

非臨床評価用製品及び治験機器の製造を行う。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

②非臨床評価 ユニークメディカル 電気安全性試験、MRI 適合試験、滅菌バリデーション、生物学的安全性試験、リスクマ

ネジメントの各非臨床評価試験を実施する。 

東北大学大学院工学研究科 東北大学病院で実施する動物実験の準備と試料の手配や実験立会、測定補助、データ収集や確

認作業、実験後のフォロー等の支援を行う。 

東北大学病院 PMDA 相談による試験計画の妥当性確認後に動物実験を実施し、ラット脳長期間留置における

製品性能安定性および生体安全性を確認する。 

③臨床研究 東北大学病院 量産仕様・品種絞込・ユーザビリティ評価、製品仕様・品種・各種文書作成等への助言を行う。 

治験プロトコル、治験実施計画書、同意説明書、治験機器概要書、各種手順書、その他治験に実

施に必要な文書を準備する。 

モニタリング、監査、記録、解析及び報告に関する遵守事項を定め、治験実施体制を整備する。 

治験審査委員会に諮り、治験の実施が承認されたのちに規制当局に治験届を提出する。 

東北大学病院を実施医療機関とした医師主導治験を実施する。 

国立精神・神経医療研究セ

ンター 

量産仕様・品種絞込・ユーザビリティ評価、製品仕様・品種・各種文書作成等への助言を行う。 

製品の使用/操作手順、使用上の工夫及び注意事項を把握するための観察研究を実施する。（た

だし、治験実施となった場合は、これら情報は治験の評価項目として収集とする。） 

治験の実施に向けた治験プロトコル作成、患者リクルート等、円滑な医師主導治験実施におけ

る助言や結果の解析や考察についての支援を行う。 

④許認可戦略 ユニークメディカル 自社及び製造業である(株)MEF の QMS 文書と記録を整備し、承認申請時の QMS 調査に備える。 

必要に応じて各種 PMDA 相談を実施し適宜助言を得る。（非臨床試験結果の評価相談、申請資

料確定相談等） 

承認申請書作成、STED 作成、添付資料データ整備等、PMDA 相談結果を踏まえながら準備し申請

を行う。 

東北大学病院 

国立精神・神経医療研究セ

ンター 

必要に応じて各種 PMDA 相談を実施に当たり、助言や資料フォローや確認、対面助言参加等の

支援を行う。 

MEF 新たな医療機器品目の追加、設備の導入に伴う QMS 体制の再整備に向け、運用上の問題点等抽

出及び解決を引き続き実施する。 

ある程度整った段階でユニークメディカルからの QMS 調査を受け状況を確認するとともに、結

果を受けて自社 QMS 手順等の改訂や変更点の社員教育も随時行っていく。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

⑤知財戦略 ユニークメディカル 開発過程で考案した周辺特許、製法特許の出願について詳細をまとめ、考案資料を元に特許事

務所に相談し見解を得る。また、必要に応じて特許や意匠登録として出願する。 

開発過程で考案した周辺特許、製法特許について東北大工学部との確認作業を行う。必要に応

じて知財交渉を進め契約を締結する。 

東北大学大学院工学研究科 開発過程で考案した周辺特許、製法特許について東北大－ユニークメディカル間で確認作業を

行う。必要に応じて知財交渉を進め契約を締結する。 

⑥製造・サービス・販売 ユニークメディカル 認知獲得のために PR 活動準備、上市後の販売見込み検討、販売計画を立案する。 

治験実施の場合の投資金額や採算性の見直しを社内で検討する。 

販売体制が現状確認、人材確保・流通網確認、販売管理手法等検討する。 

事業終了後の学会併設の企業展示出展に向けた展示の戦略を練る。また、本品に関わる学会発

表を臨床並びに工学部の先生方が行う際、要望に応じた提供支援を実施する。 

量産に必要な成形型や抜き型等の加工治具、手作業用の治具、検査用治具を充実させる。また、

作業を装置に置き換える事を検討する。 

ハイドロゲル形成の PVA 水溶液のロット調合とその保管方法、ポットライフ等の検討を行い、

量産に対応した原料供給体制を整える。 

ハイドロゲル形成工程や接着・接合工程などの加工条件を要する工程について、条件設定の妥

当性を評価する。 

MEF 加工条件を要する工程について、条件設定内容を実施し、その妥当性をユニークメディカルと

ともに確認・実施する。 

量産対応を行う。 
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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 

 

 


