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• 大脳神経細胞の過剰放電に由来する反復性の発作を主徴
とする疾患。

• その発作は一過性の全身痙攣が一般的ではあるが、それ
以外に意識障害、記憶障害、自律神経障害、精神障害や
運動感覚障害などの多彩な症状を呈する

• 患者はこれらの発作により日常・社会生活に多大な支障
をきたしているだけでなく、身体が危険にさらされる場
合も少なくない。

• 原因は脳卒中、外傷、腫瘍、脳奇形など様々で、脳内に
損傷があれば、誰でも発症しうる疾患である。

てんかんとは



背景と研究目的
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新しいてんかん治療法の開発



てんかんの新しい治療法てんかんの新しい治療法
Review

Nature Clinical Practice Neurology (2008) 4, 190-201 Technology 
Insight: neuroengineering and epilepsy—designing 
devices for seizure control
William C Stacey and Brian Litt
Departments of Neurology and Bioengineering
Hospital of the University of Pennsylvania Philadelphia, USA 

迷走神経刺激装置 脳深部刺激装置 Responsive Responsive neurostimulationneurostimulation (RNS)(RNS)

治療効果の高い治療装置はまだ開発されていない。



難治性てんかんに対する
低侵襲治療法の開発

• 世界中で模索および開発が進んでいるが、
まだ確実な手段がない現状にある。

• 国際特許出願も視野に入れることができ
る。

• 実用化に至れば世界的な医療機器および
医療材料の開発につながり、経済効果が
期待できる。



•我々は動物実験および臨床研究において、脳局
所冷却にてんかん放電を抑制する効果があるこ
とを世界に先駆け明らかにしてきた。

•臨床応用可能なてんかん治療用体内埋込み型冷
却装置の開発を行っている。

•さらに脳波電極を脳表に埋め込み、てんかん放
電を検知後、瞬時に脳を冷却して発作を抑制す
るclosed loopシステムの構築およびその実用化
を目指している。

研究の背景と実用化



起業の動機

1. 日本では工業技術力があるにも関わらず、脳神経
疾患に対する体内埋込み型装置の開発が遅れて
おり、現在は海外からの輸入品に頼っている。

2. 我々は今まで行ってきた研究成果を生かし、日本
オリジナルの新しい装置の開発を行うため起業し
たいと考えている。

3. 前述の通り、難治性てんかんに対する冷却法を用
いた低侵襲治療法を世界に先駆け開発し、それに
関連する医療機器の開発、製品化を目指している。



難治性てんかんに対する
新しい低侵襲治療法

てんかん原性域の特定てんかん原性域の特定

局所冷却による発作抑制法

human/machine interfaceを用いた
診断・治療機器の開発

我々の研究により確立



Ann Neurol. 2001 Jun;49(6):721-6.

Focal cooling rapidly terminates experimental 
neocortical seizures.

Yang XF, Rothman SM

Department of Neurology and Center for the Study of Nervous System Injury, 
Washington University School of Medicine, St Louis Children's Hospital, MO, 
USA.

冷却装置 発作検知

自動冷却電池
制御部

埋込み型冷却装置の開発



埋め込み型脳局所冷却装置

熱電素子（ペルチェ素子）からなる

頭蓋内埋め込み型大脳冷却装置
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Peltier device

Water channel

Heat sink

Cortex

温度計

Conducting wire

カイニン酸注入

1 μl (3 mg/ml)

実験デザイン

Adult male Sprague-Dawley rats
(350-450g) 9x10mm

皮質てんかんモデル

脳波記録用電極

冷却装置
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冷却中のてんかん放電の変化

cooling on off



冷却装置

温度計

脳血流計

脳波電極

Microdialysis probe

臨床例における冷却効果（手術中）臨床例における冷却効果（手術中）
結節性硬化症 33歳男性

てんかん原性域

切除
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脳局所冷却の脳組織へ及ぼす影響

Cooling areaHematoxylin-Eosin (H.E.) x12.5

Cooling for 1 hr



冷却時の運動機能への影響

Control: 0.8 ± 0.75 [mean ± SD]
vs. 20℃ group: 1.0 ± 0.89 
vs. 15℃ group: 1.8 ± 0.75 
vs. *10℃ group: 7 ± 1.1 

Dunnett post hoc tests (p<0.05)

15℃での神経機能温存を確認．
→てんかん発作抑制は運動機能の抑制によるものではない．

Neurological Severity Score (NSS)にて冷却時の
運動機能を評価（正常0点～25点，正常ラット対象）



大脳冷却制御システム

1.冷却装置2.放熱

4.脳波検知

3.温度制御

5.電源

5つのユニットより構成



大脳冷却制御システムの製作

• 脳波検知解析
• 冷却装置
• 温度制御
• 放熱システム
• 電源
• フェイルセーフ機構

体内埋込み型・小型化・ケーシング



冷却装置

ポンプ

冷却装置

ポンプ

【体内埋込み型】 【冷却水還流型】

温度制御
装置

冷却装置 冷却パッド

体内

体内

脳波検知

（てんかん重積）

（特願2009-236290, 特願2009-236291)
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埋め込み型脳局所冷却装置の開発
動物（ラット）用自立型



ヒト用冷却装置（プロトタイプ）

上段：冷却システムの概略と開発中のプロトタイプ．
下段：ファントム脳を用いたプロトタイプの性能評価．設定温度(15℃)

で正確に制御が可能．

頭部バイオクーラー
モジュール

最大電流：3.0A
最大電圧：8.8V
最大電力：16.6W



大脳局所冷却装置を用いた術中脳機能マッピング法の確立

最大電流：0.8A
最大電圧：8.8V
最大電力：3.7W

ハンドヘルドペルチェモジュール

特願 2010-071321



脳腫瘍に対する覚醒下手術

電気刺激による
脳機能マッピング

脳冷却による
脳機能マッピング

痙攣が誘発される場合がある 安全性が高い

７１才男性



1. 大脳皮質または海馬を20-25℃に局所冷却する
ことで、正常脳組織に悪影響を及ぼすことなく、
てんかん性放電が抑制される。

2. 局所脳冷却にはてんかん発作抑制に優れた効果
があり、難治性てんかんの低侵襲治療法になり
うる可能性がある。

3. Neuroengineering技術を導入し、埋め込み型脳
冷却装置の開発を進めている。

4. 脳機能マッピング用冷却装置の開発が見込まれ
る。

我々の研究結果と今後の展望



冷却装置実用化の効果

• 学術的
– てんかんの低侵襲治療

– 温度で脳機能制御：脳科学・治療の革新

– てんかん以外の神経難病（重症脳損傷）への応用

• 社会的
– てんかん患者の偏見減、就労率向上

• 経済的
– てんかん・合併症による医療資源節約

– 冷却装置の製作販売（世界的規模）



想定する用途、利用分野、市場

統計学的に日本には約27万人の難治性てんかん患
者が存在し、それらの患者は潜在的な本適応症例と
なりうる。

世界的にみても画期的な治療法であり、約2000万
人が薬物治療抵抗性のある適応症例であり、市場規
模は大きい。

本装置法は開発費、生産コストを考慮しても、医
療機器が高額であることから採算がとれる事業とな
り経済的効果は非常に大きいと考えている。



想定される業界

• ソフトコンピューティング関連企業

• 電気・電子部品関連企業

• 医療器械製造企業

• 生体デバイス開発企業および研究所



実用化に向けた課題

• 電源の確保

• 装置の小型化

• 放熱システムの構築

• 安全性の担保

• 臨床研究にむけての対策、資金
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お問い合わせ先

山口大学

産学公連携・イノベーション推進機構

コーディネーター 殿岡 裕樹

ＴＥＬ0836-85-9975

ＦＡＸ0836-85-9962

e-mail tonooka@yamaguchi-u.ac.jp


