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1. 事業の概要 

解剖が複雑な心血管疾患の治療戦略を決定することが可能な 4D Flow MRI 血流診断システムを開発

する。先天性心疾患や大動脈疾患など 3 次元的に複雑な解剖を持つ血行動態のアセスメントが極めて重

要な疾患は従来の超音波画像診断では 2 次元での評価が主体であるということに加え、スキャンウィン

ドウが届かない範囲の血行動態を把握することが困難であった。本事業では 4D Flow MRI による血流情

報を主軸とした治療戦略策定を行うための心機能と血行動態を包括的に診断するためのシステムを開発

する。 
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1.1 事業の目的 

循環器疾患は治療方針を決定する上で血行動態アセスメントが必須であるが、現存の臨床検査で血行動

態のアセスメントができない疾患群が近年増加しており、特に「成人先天性心疾患」と「慢性大動脈解離」

が問題視される。従来血行動態の唯一の診断ツールであった心臓超音波検査では２次元断面を主体とし

た評価であったことと、経胸壁や経食道からのエコープローベのウィンドウの届く範囲に限界があった

ことから、これらの疾患での血行動態の評価を正確にすることは困難であった。先天性心疾患は、本邦で

は毎年 1 万人以上の患者が成人を迎え、また世界的にも増加の一途をたどりアメリカでは約 90 万人の患

者がいる。数十年の経過の中で不具合や加齢による影響により再手術となるケースが激増しているが、解

剖が複雑であり、右心系の問題を来す疾患が多いため、血行動態の正確な評価ができないために治療指針

が立てられず、大半の医療機関が途方にくれている現状がある。また慢性大動脈解離ではステントグラフ

トを用いた早期治療の是非が議論され、治療介入の鍵として血行動態の診断が有効であることが示唆さ

れているが、複雑な解離腔を心臓超音波の二次元の断面で評価することが難しい課題がある。4D Flow MRI

は血流を非侵襲に 3 次元的に評価できるため、左室、右室の隔たりなく血行動態を正確に評価でき、また

超音波が到達しにくい大動脈での血流も評価可能である。そのため、4D Flow MRI は近年急速な勢いで世

界的に多数の論文報告がされているものの、撮影時間が長く、１撮影から得られる膨大なデータから臨床

に有用なデータを引き出すノウハウが確立されていない。そこで我々は心臓血管の血流を Full Volume

で解析し臨床で有用な様々な指標を算出できるソフトウェアを開発した。 

心臓や血管は拍動による機能が重要な意義を持つが、従来の 4D flow MRI の解析ソフトウェアは拍動を

無視して動脈硬化の強い血管のみの血流の可視化をするか、多量の造影剤を使った上で心拍動を加味し

た血流の可視化を行っている。しかしながらこの際用いられる造影剤は高容量で腎機能低下患者やアレ

ルギーを伴う患者では忌避であり、特に心不全患者では腎機能低下症例も少なくなく、臨床上の利用はか

なり限られる。本事業で開発するソフトウェアは一般の心臓 MRI 撮影と位相コントラスト画像とを重ね

合わせた上で、画像処理技術や流体解析技術を駆使し、非造影で拍動追跡を可能にするシステムである。

①流れの可視化 ②血管分枝血流量計測、心拍出量計測 ③左右心室容積および拍出能(複雑な解剖を半

自動で処理) ④心臓弁逆流血流の定量および異常加速血流の評価 ➄心血管機能に与える力学的スト

レスの定量、心負荷の指標としてのエネルギー損失計測および血管ストレスとしての壁面せん断応力の

計測等の心血管機能および血行動態レポートを診断レポートとして出力し、心臓弁膜症の重症度や治療

介入の必要性や、血管疾患での大動脈内の血行動態の流量マップとともに治療戦略が明示的にわかる形

で主治医に届けるという特徴がある。また心臓放射線読影医師が専属で居ない病院への導入のため、多断

層矢状断での画一的なプロトコルで撮像されたデータを後処理で解析できるソフトウェアや、クラウド

を経由してデータをアップロードする受託解析サービスも利用できるため、血行動態解析という新しい

分野であるが専門の人材に依存せず導入の敷居が低い。 

本事業では世界的に我々しか実現できていない非造影拍動追跡できる高い技術と手軽に導入・利用でき

るシステムをもって海外展開を目指す。 

 

変更前 

・国内薬事申請：2021 年 3 月 

・国内上市：2021 年 9 月 

・海外薬事申請：2021 年 12 月（アメリカ・ヨーロッパ） 

・海外上市：2022 年 6 月（アメリカ・ヨーロッパ） 

変更後 

・海外薬事申請：2020 年 5 月（アメリカ・ヨーロッパ） 



 

3 

・海外上市：2020 年 12 月（アメリカ・ヨーロッパ） 

 

変更理由 

伴走コンサルでの指摘を受け早期の FDA 申請を目指し、国内申請を前段階として踏まずに直接 510K 申請

を行う。また FDA の早期申請のため伴走コンサルで相談の上国内申請は本事業内では行わない方針とし

た。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社 Cardio Flow Design 

PL： 板谷 慶一（株式会社 Cardio Flow Design） 

SL： 長尾 充展（東京女子医科大学） 
共同体： ①リブト株式会社 

  ②東京女子医科大学 

  ③獨協医科大学 

  ④国立循環器病研究センター 

  ⑤東京医科歯科大学 
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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 ソフトウェア クラス分類 クラス II（予定） 

製品名 iTFlow 分類名称（一般的名称） 
循 環 動 態 解 析 プ ロ グ ラ ム

(61213002) (予定） 

対象疾患 大動脈疾患 先天性心疾患 届出／認証／承認 認証（予定） 

想定される販売先 大学病院 新／改良／後発 後発（予定） 

使用目的又は効果 MRI 画像を流体力学的に処理し、臨床に有用な情報を引き出す。 

薬事申請予定者 リブト株式会社 
医療機器製造販売業許

可 
13B2X10284 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

リブト株式会社 医療機器製造業許可 13BZ200675 

 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・ヨーロッパ 

薬事申請時期 － 2020 年 5 月 

上市時期 － 2020 年 12 月 

想定売上（上市後 3年目） － 5.6 億円／年（2023 年時点） 

市場規模（上市後 3年目） － 950 億円／年（2023 年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
－ 0.6％（2023 年時点） 

 

変更理由 

伴走コンサルでの指摘を受け早期の FDA 申請を目指し、国内申請を前段階として踏まずに直接 510K 申請

を行う。また FDA の早期申請のため伴走コンサルで相談の上国内申請は本事業内では行わない方針とし

た。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

4D Flow MRI の画像データを流体力学的に処理し、治療方針決定のために必要な診断レポートを吐

き出すソフトウェアである。成人先天性心疾患の複雑な解剖での心室容積、心機能、心拍出量、弁逆

流率、異常加速血流、エネルギー損失といった病態を把握する上で必須な情報を提供する。また慢性

動脈解離に対して血流流量マップに加え壁面せん断応力などの偽腔の拡大リスクに大きく関与してい

る血流の情報を提供する。これまで血流解析が困難であるために治療の方針が立たなかったこれらの

疾患に対して、本ソフトウェアは既存の指標と新たな血流指標が統合された多層的な情報を提供し治

療指針決定のサポートをする。
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4D Flow MRI データを処理し血流を可視化するソフトウェアは近年散見されるようになってきた

が、本ソフトウェアは単に血流をカラフルな動画として可視化するだけではなく、従来の心臓 MRI に

多断層位相コントラストを追加するという単純化された撮像プロトコルと組み合わされ非造影拍動追

跡を実現しているため、従来心臓ＭＲＩが担っていた「心機能・血管機能を診断する」という目的と

合わせて血行動態を診断する目的で設計されている。 

4D flow MRI は血行動態の詳細が得られるため有用性が期待される一方、スキャンが難しいという

印象がぬぐいされず一般診療に普及が遅れていた。このため心臓ＭＲＩ専属の医師や技師のいない病

院でも容易に撮像できるために画一化されたスキャンプロトコルを確立し、多断層でシネおよび位相

コントラストを撮影し、後解析で系統的に心血管機能および血行動態が自在に取り出せるようなシス

テムを開発している。 

またデータ解析に関しては画像情報処理技術に加え流体解析技術を要するため従来限られた医用工

学系の研修室でのみ行われ、事業化されている 4D flow MRI 解析ソフトウェアも限られており、現状

では一部のマニアックな心臓放射線科医が医学研究目的で用いているのみであり、循環器診療に届く

にはいたっていない現状にある。このため我々はユーザーとなる循環器内科、心臓外科医などの主治

医が患者に対して治療指針を決定するために十分な情報を提供するシステムを構築した。 

心疾患に対する診断レポートとしては従来心臓ＭＲＩが担ってきた左右心室の容積、駆出率、心拍

出量などに加え、4D flow MRI で可視化される血流情報から弁膜疾患での異常加速血流、弁逆流量の

定量に加え、心負荷の指標である血流エネルギー損失の計測がある。これまでの臨床研究により心不

全の進行に応じてエネルギー損失が変化してく機序が解明されつつあり、治療介入のタイミングを決

める重要な指標となるとされている。これらが３次元的にいかなる複雑な解剖を有していたとしても

左心系、右心系ともに系統的に拍出される機能を有している。 

血管疾患に対する診断レポートとしては慢性大動脈解離などの複雑な血行動態であっても詳細な大

動脈流量マップが提供され、また偽腔壁や flap に至るまでの壁面せん断応力の詳細なマップが提供

される。これらの技術を MRI 装置メーカーとの連携により、MRI 撮像の段階からレポーティングまで

の一通りの流れがシステム化されており、非造影のデータからの解析が可能なため腎機能が低下した

患者においても適応が可能である。 
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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 

１. 治療計画のためのツールとして循環器内科または心臓血管外科を標榜している全ての病院 

２. その他、汎用的な 4D Flow MRI 解析ソフトウェアとして放射線科医、心臓外科医、循環器内科医な

ど循環器疾患の治療に携わる医師・医学研究者など。 

 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

国内 

本事業で対象とする成人先天性心疾患患者は本邦では約 50 万人おり、成人後も経過観察が必要であ

る。特に近年増加している複雑先天性心疾患では合併症、遺残症、続発症を伴い、継続的な加療を必

要としている。患者のうち解析が必要な中等度～重度の患者数を日本国内で 16 万人と見積もり年間

に必要な MRI 検査数が 1 症例について 1～2 回と見積もり、約 24 万件とした。国内においては研究

用途での売上、販売を見込む。 

 

 

米国 

米国では 90 万人の成人先天性心疾患患者がおり人口比から MRI 検査数を 40 万件と推定した。 

 

ヨーロッパ 

米国との人口比から 210 万人と推定と推定し、MRI 件数を 90 万件と推定した。 

 

医療機器としての市場 

1 解析あたりの料金を既存の血流解析サービスと比較し 10～20 万円と仮定し、前述の MRI 検査数か

ら市場規模は本事業のメインターゲットである成人先天性心疾患だけでも 1540 億円から 3080 億円

と推定する。また大動脈解離も同様の試算から 380 億円と市場規模を推定した。 

 

非医療機器としての市場 

近年発表された論文から推測される本事業で開発するアプリが使われる研究施設は世界に約 150 施

設存在し、研究ツールとしての市場は 4.5 億円程度と推測できる。近年の需要の伸びから 3 年で 2 倍

になると考え 10 億円程度と考える。 
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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 

Arterys 社製品 

 機械学習を使った画像処理 

 クラウドを介するソフトウェア 

 造影剤が必要だが心臓の拍動の追跡が可能 

 診断レポートや心機能解析を系統的には行っていない 

 血管流量マップなどの機能は存在しない 

 血流速度分布の情報提供のみ。心血管機能に影響を及ぼす血行力学指標の算出はない 

 

Circle 社製品 

 MRI 画像ワークステーションの付属ソフトウェア 

 洗練されたユーザーインターフェース 

 心拍動追跡のアルゴリズムは不明 

 診断レポートや心機能解析を系統的には行っていない 

 血管流量マップなどの機能は存在しない 

 血流速度分布の情報提供のみ。心血管機能に影響を及ぼす血行力学指標の算出はない。不随機能

の Viscous Energy Loss は数学的に問題のある指標であり、国内では特許侵害 

 

Gyrotools 社 GTFlow 

 拍動追跡できない 

 心機能解析は不可能 

 脳動脈に限定された仕様 

 

 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 Cardio Flow Design Arterys R’Tech Circle 

概要 4D Flow MRI 解析ソ

フトウェア・クラウ

ドサービス 

4D Flow MRI 解析ク

ラウドサービス 

4D Flow MRI 解析ソ

フトウェア 

4D Flow MRI 解析ソ

フトウェア 

型式 iTFlow Arterys Flova MR42 

特徴 ・造影剤不要で心臓

の解析が可能 

・エネルギー効率を

計測可能 

・心機能解析 

・血流流量マップ 

・クラウド&スタン

ドアローン 

・機械学習を使った

画像処理 

・クラウドソフト 

・造影剤が必要だが

心臓の解析が可能 

・心機能解析や血管

流量マップは存在

しない 

・心臓の解析は難し

い 

・ Viscous energy 

loss は特許侵害 

・画像ワークステー

ションの１機能と

して提供 

・心機能解析や血管

流量マップは存在

しない 

国内市場規模  無し 8 施設 - 

国内シェア  無し - - 

海外市場規模  - - - 

海外シェア  - - - 

売価 研究バージョン 

80 万円/年 

200 万円/年 80 万円/年 単独では600万円程

度。通常ワークステ
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医療機器版 

未定 

ーションとのセッ

ト販売のため１０

００万円以上 

保険償還 点数 なし なし なし なし 

クラス分類 クラス II クラス II クラス II クラス II 

 

【強み】 

１．非造影拍動追跡技術 

他社の 4D FlowMRI 解析は心臓の動きを無視して解析が行われている一方、我々のソフトウェアは造影

剤なしで拍動を追随しながら心臓の血流解析を可能とする。下記のメリットがある。 

 

・１回の 4D Flow MRI 撮影で従来の心臓 MRI 含め他の検査を代替 

心臓のボリューム計測ができるため、収縮末期容積や拡張末期容積など重要な指標を算出可能。 

・誤差の軽減 

流量計測誤差を 20％から 7%以下に抑えることができる。 

・非造影非侵襲 

腎機能の低下症例、アレルギー症例でも問題なく計測できる。 

 

非造影拍動解析技術は MRI 装置メーカーとの連携によって撮影から解析までのプロセスを体系化するこ

とで画像と処理アルゴリズムを最適化することで可能としている。 

 

２．診断につながる包括的心血管機能解析および血行動態解析が可能 

従来の心臓 MRI が担っていた機能である左右心室容積、駆出率、心拍出量、左右短絡量に加えて 4D flow 

MRI を追加することで可能になる弁逆流量定量、異常加速血流の同定、流量マップの表示が可能になる。

また心血管機能に与える力学的ストレスである血流エネルギー損失と壁面せん断応力の表示および算出

が可能である。 

 

エネルギー損失は心室にかかる負荷を定量する指標であり、治療の重要な indication となる。 

心機能予後を予測するための有益な指標としてエネルギー損失計測を計測することが可能である。エ

ネルギー損失は心臓弁膜症の生命予後を規定することが報告されており、心負荷を定量する上で重要視

されている。 

壁面せん断応力は血管壁の変性をもたらす力学的ストレスとしてこれまで基礎実験でのエビデンスが

多く、血管疾患の予後の予測として重要視されている指標である。 

 

３．クラウドサービスとスタンドアローンソフトウェアの両面で解析可能 

解析は病院内の端末で医師、技師が解析できるスタンドアローンソフトウェアとして販売する他にも、

補助的にクラウド上に MRI データをアップロードし解析を委託することが可能である。4D Flow MRI の解

析に従事する人員がいない病院であっても解析を可能とし地域の医療格差を小さくすることが期待でき

る。 

 

４. 軽量なソフトウェアによるモビリティ 

ソフトウェアはノート PC 上でも動作するため、運用に幅を持たせることが可能である。 
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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 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 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

(済) 拍動追跡技術
(済) エネルギー損失計測技術
(済) 可視化アルゴリズム

研究用バージョン開発・改
良
【iTFlow】

医療機器製品バージョン開
発
【iTFlow】

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

Echo VFMの販売とメンテナン
ス
Echo　IVPGの販売とメンテナ
ンス
CFDシミュレーション受託解析

クラウドシステムは投資額に対してリ
ターンが大きくないため、薬事上は行わ
ずに研究サポートとして別サービスとす
る方針

（１）製品開発・評価
①設計
②試作
③ソフトウェア機能のテストとリファイン
メント
④受託解析システム確立
⑤MRI撮影法のValidation
（２）臨床研究

 ①体制構築
 ②パイロット解析

（３）薬事戦略
 ①薬事相談（PMDA）

（４）知財戦略（新しい知財があった場
合）

 ①体制構築
 ②戦略検討（新しい知財）

（６）販売戦略
 ①市場調査
 ②MRIメーカーとの連携強化

（１）製品開発・評価
 ③ソフトウェア機能のテストとリファイン

メント
 ④受託解析システム確立
 ⑤MRI撮影法のValidation
 ⑥装置間のValidation

（２）臨床研究
 ③本解析

（３）薬事戦略
 ②国内申請準備・申請
 ③海外展開準備

（４）知財戦略
 ②戦略検討（新しい知財）

（５）製造・サービス戦略
 ①製造体制構築

（６）販売戦略
 ①市場調査
 ②MRIメーカーとの連携強化
 ③ユーザー調査
 ④学術発表

（１）製品開発・評価
 ③ソフトウェア機能のテストとリファイン

メント
 ⑤MRI撮影法のValidation

（２）臨床研究
 ③本解析

（３）薬事戦略
 ②国内申請準備・申請
 ③海外展開準備

（４）知財戦略
 ②戦略検討（新しい知財）

（５）製造・サービス戦略
 ②販売体制構築

（６）販売戦略
 ①市場調査
 ④学術発表

海外での販路確保などをしやすく
するために申請時期繰り上げ。

Echo VFMの販売とメンテナンス
Echo　IVPGの販売とメンテナンス
CFDシミュレーション受託解析

Echo VFMの販売とメンテナンス
Echo　IVPGの販売とメンテナンス
CFDシミュレーション受託解析

Echo VFMの販売とメンテナンス
Echo　IVPGの販売とメンテナンス
CFDシミュレーション受託解析

開発サイクル（IEC62304対応

設計・テスト・ドキュメント整備）

MRI撮影方法のValidation

臨床的Utilityの開発・改良

Ver2リリース

パイロット解析 本解析

PMDA開発前相談

Segmentaitonプロセスの改良

クラウドシステムの検討

装置間のValidation

海外申請準備・申請・FDA照会対応

市場調査

スキャンマニュアルの整備

学術調査

★

2020年5月

海外薬事申請

★

2020年12月

海外上市

知財戦略の検討

知財調査

人材の育成とレポートフォーマット確立

開発サイクル 開発サイクル

Ver1リリース Ver3リリース

現状知財の整理
東京大学TLOとの交渉 権利移行

PCT出願

装置メーカー通じたチャネル拡大
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スケジュール変更理由 

 クラウドの FDA の申請方針の変更： 

クラウドシステムはセキュリティなどのガイドラインを踏襲して作成するのに大きなコストが

かかるが、一方で見込まれる受注件数は単体ソフトウェアに比べて少ない。クラウド解析は従来

通りソフトウェアと独立した受託サービスとしてシステムに組み込まずに販売促進として使っ

ていくことも視野に入れて検討を進めていく。 

 

FDA 申請時期の変更： 

伴走コンサルでの指摘を受け、国内承認は必須ではなく、FDA 承認を得た後に海外市場展開を

行うことが本質的な目的であることを踏まえ、FDA 承認を中心にスケジュールを変更した。

FDA 申請としては最小限の労力で承認を得るため全体のシステムのうちオンサイト解析ソフト

ウェアとしての iTFlow を過去の 4D flow MRI 解析ソフトウェアを predicate device として

510K 申請として承認を急ぐ方針である。また米国での販売計画に関して活動をしやすくするた

め、また事業回収も検討に入れて申請時期を早め 2021 年上旬から 2020 年中旬に繰り上げた。 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 0.35 0.40 0.66 4.74 11.19 21.41 34.32 

 うち補助対象 0.50 0.50 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.20 0.20 0.20 0.35 0.40 0.66 4.74 11.19 21.41  

売上高（単位：億円） － － － 0.64 7.70 20.81 33.11 47.66 64.24 88.74 

販売数量（単位：） － － － 320 3,850 10,405 16,555 23,830 32,120 44,370 

 ② 海外 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期   ●        

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 0.35 0.40 0.66 4.74 11.19 21.41 34.32 

 うち補助対象 0.50 0.50 0.50 － － － － － －  

 うち自己負担 0.20 0.20 0.20 0.35 0.40 0.66 4.74 11.19 21.41  

売上高（単位：億円） － － － － 0.21 5.65 76.00 195.30 389.30 636.10 

販売数量（単位：） － － － － 105 2,825 38,000 97,650 194,650 318,050 

 ③ 国内・海外合計 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 0.35 0.40 0.66 4.74 11.19 21.41 34.32 

 うち補助対象 0.50 0.50 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.20 0.20 0.20 0.35 0.40 0.66 4.74 11.19 21.41 0.80 

売上高（単位：億円） － － － 0.64 7.91 26.46 109.11 242.96 453.54 724.84 

販売数量（単位：） － － － 320 3,955 13,230 54,555 121,480 226,770 362,420 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
 

本事業ではソフトウェアの販売、受託解析の 2 通りの提供を予定しているが、投資回収計画書は受託解析の

みと仮定して計算を行った。認可が取れるまでは現状と同様に研究用ツールとして販売を行う。 

売上はアメリカ、ヨーロッパをターゲットとして疾患数から推定される年間の検査数と見込みの解析数から算

出した。CT から血流を解析するサービスである FFRct の解析価格が 14 万円程度であり、本事業の MRI 解析は

1 件あたり 10 万円～20 万円程度を想定している。 

 伴走コンサルでの指摘を受け、国内承認は必須ではなく、FDA 承認を得た後に海外市場展開を行うことが本

質的な目的であることを踏まえ、FDA 承認を中心にスケジュールを変更した。FDA 申請としては最小限の労力

で承認を得るため全体のシステムのうちオンサイト解析ソフトウェアとしての iTFlow を過去の 4D flow MRI

解析ソフトウェアを predicate device として 510K 申請として承認を急ぐ方針である。また米国での販売計画

に関して活動をしやすくするため、また事業回収も検討に入れて申請時期を早め 2021 年上旬から 2020 年中旬

に繰り上げた。国内においては研究用途での売上、販売を見込む。 
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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” 

 

 近年患者数が増多の一途をたどる成人先天性心疾患や右心系疾患や大動脈疾患では血流動態の評価

のニーズが極めて高いが、それにこたえられるのは 4D Flow MRI しかないはずである。現行の数限

られた 4D flow MRI 解析ソフトウェアはきれいな血流動画を提示するための研究者をターゲットと

したものしかないが、iTFlow はこれらの診療に必須のツールとして導入が今後進んでいくと考えら

れる。 
 重要な情報を提供する 4D Flow MRI であるが導入の障壁として背景の流体力学の理論の難しさがあ

る。Cardio Flow Design 社は設立以前より１０年以上の血流解析の経験を持っておりほぼ全ての疾

患に対応できる幅広いノウハウを持っている。4D Flow MRI の導入に関して的確なコンサル、サポ

ートが可能であることは Cardio Flow Design 社の大きな強みであり、国内においても口コミで顧客

が増えている状況にある。 
 臨床上ニーズの前段階として学術の面でも 4D Flow MRI は急速に流行している。2019 年 12 月にシ

カゴで行われた北米放射線学会での現地調査でも反応がよく導入候補が複数見つかった。チャネル

に強い業者を見つけることができれば普及は比較的スムーズに進むと考えられる。 
 

 現状、下記を代理店候補として進めている。 
 A 社: 心臓弁膜症のデバイス評価を行う必要があり、心臓弁膜症患者を抱える内科医や外科医を

顧客として持つため、その適正な治療方針や術後評価が必要であるという点においてパートナ

ーとして利害が一致している。2019 年１０月に開催された日本胸部外科学会で日本支社マーケ

ティングのトップと面談し、さらに米国支社心臓弁膜症デバイスのマーケティング責任者から

前向きの返答をもらった。 
 B 社：弁膜症手術の Ozaki method を米国で広く展開しており、外科医、内科医との接点が多い

業者である。弁逆流量に加えてエネルギー効率も計算できる 4D Flow MRI は弁膜症の評価に極

めて有効であるため顧客が同じでなおかつ競合しない。現在、現地西海岸のセールスチームに営

業をしてもらう方針で調整を進めている。 
 C 社: C 社の管理するクラウドシステム「チームプレイ」上に他社の製品を搭載する仕組みが

存在する。このクラウド上に我々のソフトウェアを乗せることで営業コストなしに母数の大き

い C 社ユーザーへのソフトウェアの販売が可能となる。 
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 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 

 FDA 510K 申請準備 
ソフトウェア 510K 申請に向けて、各種ガイドライン(IEC62304, ISO13485、サイバーセキュリテ

ィ)への適合を行った。ガイドラインに準じたソフトウェアのアーキテクチャの作り直し、セキュリ

ティの強化、ユーザーマニュアルの作成、リスクアセスメント、開発ドキュメントの整備を行った。

Predicate デバイスとなる Circle 社の製品との機能比較を行った。 

 

 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） 
・米国特許調査を行い 110 の関連文献を抽出した。 
・関連する Arterys 社の 4D Flow MRI の可視化、解析の特許 1 本とその関連特許 2 本を精査した。 

 
 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 

・上記 Arterys 社の特許に対抗策としてビジネスモデル特許の出願の方針を検討した。 
・「iTFlow」の商標権を出願した。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 
・特許侵害への対応 
本事業で開発しているソフトウェアの多くは論文化、教科書化されており公知の技術で開発を行っ

ており、積極的な特許侵害への対応は対応していない。 
 
・模倣品への対応 

4D Flow MRI の導入の障壁として背景の流体力学の理論の難しさがある。Cardio Flow Design 社は

設立以前より１０年以上の血流解析の経験を持っておりほぼ全ての疾患に対応できる幅広いノウハ

ウを持っており一つの強みとなっている。競合の Circle 社、Arterys 社に対してはこのノウハウを

生かしたサポートが強みになっており同様の対応が模倣品に対しても有効と考えられる。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 
ソフトウェアのリスクマネジメントを行い対策した。 
クラス II のソフトウェアであるためリスクとして考えられるのは診断の遅れに留まると考えられ

た。ハザードとしてはデータの不一致や自動解析の解釈間違い、バグによる動作の停止などが考え

られ、診断の遅れにつながる可能性が考えられた。 
対応策としてマニュアルへの対応策の追記、ソフトウェアでのエラー検知機能などによる対応を検

討、実装した。 
 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 
ソフトウェアの有効性を確認するために下記の症例数の解析を行った。 

・先天性心疾患 

京都府立医科大学：81 症例 (109 解析）  

東京医科歯科大学：1 症例(1 解析) 

・大動脈解離  

獨協医科大学：16 例(16 解析) 
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 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

下記を代理店候補として検討した。 

・A 社: 心臓弁膜症のデバイス評価を行う必要があり、心臓弁膜症患者を抱える内科医や外科医を顧

客として持つため、その適正な治療方針や術後評価が必要であるという点においてパートナーとして

利害が一致している。2019 年 10 月に開催された日本胸部外科学会で日本支社マーケティングのトッ

プと面談し、さらに米国支社心臓弁膜症デバイスのマーケティング責任者から前向きの返答をもらっ

た。 
・B 社：弁膜症手術の Ozaki method を米国で広く展開しており、外科医、内科医との接点が多い業

者である。弁逆流量に加えてエネルギー効率も計算できる 4D Flow MRI は弁膜症の評価に極めて有

効であるため顧客が同じでなおかつ競合しない。現在、現地西海岸のセールスチームに営業をしても

らう方針で調整を進めている。 
・C 社: C 社の管理するクラウドシステム「チームプレイ」上に他社の製品を搭載する仕組みが存在

する。このクラウド上に我々のソフトウェアを乗せることで営業コストなしに母数の大きい C 社ユー

ザーへのソフトウェアの販売が可能となる。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 
4D Flow MRI の導入に関して的確なコンサル、サポートが可能である我々の強みを活かすために下

記方法での体制を検討した。 
 
・Web を通じたアフターサービス 

新型コロナウイルスの影響でリサーチバージョンの国内、米国、欧州で Web ミーティングツー

ルを使った顧客への導入前の打合せ、導入サポート、解析サポート、バグ・トラブルへの対応を

行っているがいずれも問題なく機能しており、医療機器ソフトウェアでも同様のサポート方法

を行うことで、迅速、低コスト、臨機応変な対応ができるサービスを提供する。 
  

・トレーニングマテリアルの配布 
ソフトウェアを導入したユーザーは動画とマニュアルを見ながら、トレーニング用データに対し

て決まった作業を行うことで、解析の流れ、レポートの作成方法までを学ぶことが可能となる。 
 

・動画と技術資料を通じた情報配信 
 解析の理論的な理解を助けるための技術資料のたたき台を作成した。 
 
・サポート専用サイト 

最新のソフトウェアや上記のトレーニングマテリアル、技術資料等をダウンロードするためのサ

ポート専用のサイトを作成した。 
 
 

 広報・普及計画 
広報・普及方法として下記を検討した。 

・MRI 装置メーカーとの連携による販売促進 
 D 社, E 社, C 社と協議を行い、心機能評価や大動脈の血流評価を行うための各社での

標準的な 4D Flow MRI 撮像プロトコルを作成した。 
 D 社の MRI 部門の責任者と北米放射線学会でミーティングを行った。Circle 社、

Arterys 社には無いエネルギー損失の機能とその臨床上の有用性に興味を持っており、

FDA が認証できた段階で再度打ち合わせを行う。 
 C 社のクラウド「チームプレイ」の担当者と打ち合わせを行った。クラウド事業のパー

トナーとしてチームプレイに iTFlow を組み込むためのすり合わせを行っている。 
 

・学術面からの販売促進 
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 京都府立医科大学では成人先天性心疾患での血行動態に問題を来した患者のスクリー

ニングとしてすでに 4D flow MRI 検査がルーチンとなっており、iTFlow が診療上積

極的に用いられているが、AATS などの海外の学会での営業を同時に施行する。 
 京都府立医科大学から iTFlow を用いた学術論文が現在３本英文一流紙に revise 段階

にあり、近々臨床上のエビデンスとしての発信がなされる。 
 Columbia 大学では既に iTFlow を使った研究が進んでおり、research fellow2 名が

MRI プロジェクトを開始。アカデミックな発信が NY から行われている。 
 ドイツ Munchen Heart Center で iTFlow が導入され、臨床研究を介した発信および

営業を行う。 
 今年度北米放射線学会で現地ドクターを通じた紹介で iTFlow について 4 施設から導

入を検討したいという声がかかった。これらの施設を基軸として米国での市場開拓を

進めていく。 
・医療機器メーカーを通じた販売促進 

 A 社は心臓弁膜症一般、特に生体弁やステントバルブのデバイスの in vivo 評価として

興味をもっており、先日 A 米国本社のマーケティング責任者とのミーティングがなさ

れ、米国内での共同営業を積極的に検討している段階である。 
 B 社は生体弁膜症で若年の弁膜症患者を受け持つ内科医および外科医を顧客としてお

り、米国で幅広く事業展開されている。本事業と顧客層が共通しておりなおかつソフト

ウェアの販売と競合しない。これらの企業とアライアンスを組み営業活動を進める。 
 C 社の学術担当部門は日本国内での iTFlow との共同販売で実績を構築できた経験か

ら、欧米の心臓ＭＲＩの主力となっている放射線科医の顧客を国際学会営業の際に紹

介していただいており、同社から米国、欧州の放射線科医の顧客獲得を進める 
 D 社はすでに他社 2 社との協業を行っており、当初は Cardio Flow Design との協業に

対しては後ろ向きであったが、上述の２社は単なる 4D flow MRI を用いた血流可視化

ソフトウェアであり、学術研究目的以外に使用用途がほとんどないのに比して iTFlow
は治療指針を決定するための診断レポートまで行きつくソフトウェアであり、撮像も

画一化単純化されているため本質的に質の異なるソフトウェアであることを時間をか

けて説得し、日本支社を十分に説得し終え米国のマーケティング部門にはつないでも

らっているが、まだ米国マーケティング部門を口説き終えていない段階にある。これら

を十分に説得し、上記二社とは目的も顧客も異なることを理解してもらい米国での販

売に向けて営業活動を促進する。 
 

 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 FDA 取得に対する方針の明確化。 

 

 

 

 

 

 

②  510K 申請におけるエネルギー損失の扱われ

かた。 

 

①コンサルを活用して申請準備が進められてい

る。Arterys 社、Circle 社の製品をベースに

510K での申請を行う方針。流量計測を始めと

した 4D Flow MRI の機能は Arterys 社、Circle

社の機能と同等で 510K 申請に用いることが可

能。 

 

②Echo で日立がエネルギー損失の同じ式を搭

載。これを predicate として申請する。 

 

知財 
① ビジネスモデル特許など要素技術以外での

競合知財の調査、対応。 

① コンサルを使った知財調査の結果、競合の

Arterys 社がビジネスモデル特許として 4D 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 4D Flow MRI は単に可視化するだけなら技術

的な敷居はそれほど高くないが、今後シーメ

ンスやフィリップスといったMRI装置メーカ

ーも4D Flowソフトウェア市場に参入してく

る可能性が高い。 

 

Flow の一般的な運用方法について特許を

apply されていることが判明し、詳細の調査

を進めている。 

我々も米国市場におけるビジネスモデル特

許の立ち位置、有用性、必要性を見極めより

運用範囲を拡大した特許の申請を進める方

針である。ビジネスモデル特許の強みになる

臨床上の有用点について検討を行い、申請に

むけて弁理士向けの資料を作成した。 

また、4D Flow MRI の一般的な運用方法につ

いては本特許の申請前に我々が教科書とし

て publish している。 

 

 

 

 

②我々の特化している部分（エネルギー損失

を安定して計算するノウハウ、臨床に直結す

る利用モデルなど）を知財として保持する。

特に外科で血流解析の利用方法についてビ

ジネスモデルとして特許申請を検討する。 

技術・

評価 

① 解析時間の短縮化のための AI 導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 安定した解析（装置間、撮像方法による誤差） 

 

 

 

 

 

 

③日本と米国での環境、文化の違いにより、求め

られるユーザビリティも異なるはずである。現状

日本でのユーザー調査に偏っている問題がある。

開発過程においては現地でのヒアリングは必須

① Cine 画像からの二値化プロセスにおいて、二

値化画像処理のアルゴリズム、UI の操作方法

を工夫することでDeep Learning等に頼るこ

となく大幅に作業時間を短縮する目処がつ

いた。一方で米国におけるマーケティング上

AI の導入がアピールポイントの一つになる

ため、AI の使い所について引き続き検討を行

う。 

 

 

② MRI 撮影方法の validation と適切な補正ア

ルゴリズムの開発を行った。 

流量保存に基づく Validation が完了、約 200

パターンの解析を行い最適な補正方法の検

証を行った。 

 

 

③既に導入している Columbia 大学、また導

入検討をしている施設でヒアリングを行う。

次回 SCMR 時に各施設に訪問して求められる

機能について調査する。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

である。診療の仕方や文化の違いなどをソフトウ

ェアに反映させる必要がある。 

 

その他

事業化

全般 

①クラウドの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

②iTFlow の臨床上のメリットが大きいのは主に

外科医、内科医である。一方で臨床のルーチンに

4D Flowを組み込むには放射線科のドクターとの

連携が必須である。両者の橋渡しを築く必要性が

ある。 

 

 

①クラウド解析は見込み件数に比べて開発

費用が大きいため、医療機器としては組み込

まない方針。一方でサポートとしてクラウド

解析の体制があると新規導入の敷居を下げ

ることができるため、本事業で開発する医療

機器のシステムの外で受託解析サービスを

展開する方針。 

 

③ MRI 装置メーカーに関係してきた人間に協力

を得ることを目指す。退職しサードパーティ

でメンテナンスをやっているような人が使

えれば、ドクターとの間を上手く対応してく

れる。 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

前年度明らかになった技術的な課題を解決すべく、Segmentation の自動化による解析コストの削減のためのプログラムコードの再整理をまず行い、

現開発段階のソフトウェアが持つ機能の編集を効率よくできるように再編した。これらの結果 FDA 承認のために必要なテストの工程を明瞭かつ簡潔

にしたのみならず、今後海外でのユーザーのことを考慮したマニュアルの作成の見通しをかなり改善した。MRI の解像度やノイズの検証を行うため

に主に大動脈疾患例を中心に CFD 解析との比較を進めた。臨床面では成人先天性心疾患で特に右心系弁膜症において血流エネルギー損失の心機能予

後や手術適応に関する感度特異度の検証を行い、術前後の比較を行うことでパラメータとしての鋭敏さを確認した。慢性大動脈解離では Flow map が

どの程度正確に描けるかを流量保存の観点、および CFD 解析との照合によって検証した。薬事に関して FDA Approval に向けた道筋を明確化し、薬

事申請準備を開始した。知財面ではビジネスモデル特許の PCT 出願及び米国、欧州への移行を考慮する。販売戦略に関して海外医療事情を調査し、

海外臨床病院への導入を進めた。 

(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 

iTFlow 2 4D Flow MRI データを処理して臨床に有用な情報を引き出すソフトウェア。 

4D Flow MRI データを流体力学的に解析し、流量計測、ボリューム計測、エネルギー損失計測・流れの可視化を行

い、レポートの出力をする。 

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 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 

（Cardio Flow Design） 

ソフトウェア機能のテストとリファインメン

ト 

 

基礎的な操作を習得した解析オペレータに

おいて、大動脈解離の Segmentation プロセス

には 1 時間、先天性心疾患の左心系の

Segmentation に は 3 時 間 、 右 心 系 の

Segmentationには 6時間程度かかることがわ

▶ 

【進捗 90％：○】 

解析時間の短縮 

 動作の最適化を行い各種作業にかかる処理時間

の短縮を行った。例としてファイルの読み込み時

間はノート PC 環境で 40 秒程度から 2 秒程度に

まで短縮された。メモリ管理の最適化によりソフ

トウェアの安定化がなされた。また操作を簡略化

する各種 UI の整備を行った。 

 

アーキテクチャの問題の洗い出し 

▶ 

製品としてのソフトウェアの体裁はほぼ完成

した。 

今後、FDA 申請までに下記を行う。 

1. レポーティング機能：現在レポーティング

機能のたたき台まで作成されており、これ

が臨床上のfeasibilityがあるかどうか検

討し必要に応じて仕様を見直す。 

2. マニュアルのアップデート： 

上記追加機能についてマニュアルをアッ

プデートする。 

3. Validation 
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2019 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 

かった。これを臨床上、現実的に実用可能な

レベルまで短縮化することを目的とし、現状

独立した機能として存在している画像処理機

能をどのように組み合わせることが効率的で

あるかを試験的に試したうえで最も短時間で

処理されるプロセスを見つけ出す。 

また効率的な解析を補助する機能や、臨床

上有用な情報を計測する機能など、ソフトウ

ェアの付加価値を高める機能を開発する。米

国での使用方法に合わせたソフトウェア設計

を行うために、導入が予定されているコロン

ビア大学と 4D Flow の需要が見込まれる Mayo 

Clinicでソフトウェアのデモと実地調査を行

う。またカルフォルニアにて AHA または RSNA

での聞き取り調査を行う。 

2020 年 3 月 仕様書、設計書、テスト結果

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後開発を行う上で障害となる部分を特定し、構

造の再設計、再実装を行った。コードの保守性が

大幅に向上し仕様変更、バグの洗い出しが容易な

構造となった。 

ユニットテストの自動化 

テスト計画とフォーマットが完成した。またテス

トコードの自動作成機能が完成した。 

 

結合テストとシステムテスト 

テスト計画とテストフォーマットが完成した。 

 

臨床ユーティリティ 

現在リサーチ版を使っているユーザー、また学会

での聞き取り調査を行いユーティリティの向上

を行った。 

不要な機能の洗い出しを行い削除した。 

ユーザー調査を元に新たに下記機能を実装した。 

・DICOM 通信機能 

・２D での処理効率化機能 

・マスクの複数レイヤー処理機能 

・Segmentation の効率化機能 

・初期データの自動処理、可視化機能 

・ファイル保存、読み込みの高速化（40 秒

から 2 秒に短縮） 

・Pathline の定量評価機能 

 

 ユーザーインターフェースの改良 

ユーザー調査からインターフェースの再デザ

インを行った。新しい UI に対して機能を実装

しシステムテストを行った。 

  2020 年 2 月～3 月にかけて京都府立医科

大学、東京女子医科大学で実地試験を行

う。主要な評価項目は下記の通り 

- 心臓超音波検査など既存の医療機器で

の血流計測との比較を通じた誤差の検

証 

- 性能・安定性：動作速度や安定性はどう

か。どの程度作業コストが小さくなった

か。 

- 安全性：ミスが起こりやすい UI になっ

ていないか。 

 

また製品の上市までに下記を行う。 

・トレーニング資料の作成： 

本製品はソフトウェアのみを CD-ROM また

は USB フラッシュメモリによる通信販売

を基本とし、放射線科医、心臓外科医、放

射線技師などのスペシャリストが操作す

ることを前提としている。MRI 撮像からレ

ポーティングまでを学べるトレーニング

教材を作成する。 

・さらなる作業時間の短縮 

  より少ない作業量で解析結果が出るよう

にする。読み込み後数クリックで左室、右

室を抽出できるようなアルゴリズムを目

指す。 
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2019 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 

 

 

 

受託解析システムの確立 

FDA 認可を前提としたクラウドシステムの

技術要素を開発する。具体的にはセキュアに

安定したデータの送受信および閲覧を可能と

するサーバー技術について調査、検討、開発

を行う。開発には外注やコンサルの利用を検

討する。 

2019 年 9 月 サーバー仕様書 

2020 年 3 月 クラウドサーバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI 撮影方法の Validation および装置間の

Validation 

安定して高いクオリティで撮影できるプロ

トコルを探る。具体的にはエネルギー損失と

流量計測を安定させるために必要な撮影時の

空間分解能や D 社数、呼吸動機の有無などを

疾患ごとに検証を行う。 

今年度のパイロット解析で同一メーカー間

でもデータのクオリティに大きく差があるこ

 

 

【進捗 40%：△】（方針変更 FDA に申請は中止） 

フォーマットの確立 

成人先天性心疾患および大動脈解離の標準的

なフォーマットを確立した。 

 

クラウドシステムの開発 

オンラインでデータをやり取りするためのプ

ラットフォームを作成中。仕様まで完成。 

ただし、期間と費用が膨大なのに対して想定さ

れる運用件数が小さいためFDA認可を行わずサ

ポートツールとしての利用として規模を縮小

した開発として検討。 

 

運用テスト 

未実施。FDA には入れない方針のため今年度は

行わない。 

 

【進捗 70％：〇】 

CFD との比較による Validation 

大動脈解離３例および先天性心疾患での CFD

のサンプル解析１例が完了した。 

 

スキャンマニュアルの整備 

撮影方法と解析方法に関して関するユーザー

への聞き取り調査を行った。 

また症例事の具体的な撮影方法とともに、撮影

に影響するパラメータのマニュアルを整備し

た。また関連病院でのフィードバックを受けマ

 

クラウドシステム開発に必要な費用、期間など

のコストを見積もったがクラウド上で運用さ

れる想定件数が年間数十件程度と少ないため、

薬事のシステムの外でこれまでと同様の仕組

みでより安価に運用することも視野に入れ検

討をすすめる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFD と 4D Flow MRI とのノードバイノードの比

較を行うためのプログラムを作成し解析を進

める。 

 

撮像方法のマニュアルに関し下記の問題が明

らかとなり、上市までに対策を実施する。 

- E 社の撮像方法：これまでの撮像方法で

は Banding artifact と呼ばれる速度画

像のノイズがあり、Streamline の見た

目、エネルギー損失の計測に大きな影響

があることがわかった。東京女子医科大

学および千葉県循環器病センターにて
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2019 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 

とが示された。こうしたクオリティの差を生

む原因を特定し、実臨床で許容できるデータ

のクオリティをエネルギー損失、流量計測精

度の観点から検証を行う。 

 

2019年 9月 撮影プロトコルのマニュアル 

2020 年 3 月 検証結果の報告書 

ニュアルの改善を行った。 

英語版のマニュアルを作成した。 

 

データ補正用のサンプルデータ収集 

大動脈解離において 16 例のデータを処理し、

補正アルゴリズム評価のための環境を作成し

た。 

 

データ補正アルゴリズムの開発 

より補正精度の高い新たなアルゴリズムの開

発を行った。また、様々なデータに幅広く対応

できるように補正式作成のためのデータサン

プリング方法を改良した。 

 

補正アルゴリズムの評価 

大動脈解離 20 例で開発したアルゴリズム 4 種

類、複数のパラメータの選択など、400 パター

ンでアルゴリズムの比較を行い最適な補正方

法を確立した。 

 

banding artifact を抑制できる撮像方

法を新たに開発した。今後この撮像方法

をE社の撮像方法の標準としてマニュア

ル化するべく、E 社の担当者と協議を進

める。 

- D 社の撮像方法：小児先天性心疾患にお

いて右室のコントラストが不足してお

り解析に多くの手作業が必要であるこ

とが判明した。作業時間の短縮と再現性

を確保するために撮像方法のアップデ

ートを行う。本八幡セントラル放射線科

クリニックにてボランティアを使った

撮像方法の検証、評価を行う予定。 

 

補正アルゴリズムの使用は自動化する。自動で

補正した際の補正の安定性を確認する。 

② 臨床研究 

（京都府立医科大学、東京女子医科大学、獨

協医科大学、国立循環器病センター、東京医

科歯科大学） 

パイロット解析 

今年度行ったパイロット解析で複数の課題

（データクオリティが症例によって大きく異

なる問題、データのエラーを補正する新アル

ゴリズムの検証作業の必要性）が生じた。こ

れらの課題を解決に必要なデータ取得を行

▶ 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

20 例の解析（昨年度分含む）を行い、データク

オリティ検証のためのデータ整備を行った。 

パイロット解析で複数の課題（データクオリテ

ィが症例によって大きく異なる問題、データの

エラーを補正する新アルゴリズムの検証作業

▶ 
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2019 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 

う。上記の MRI 撮影方法の Validation と関連

して行う。この実施項目によって技術的な面

で 4D Flow MRI のクオリティを安定化させた

上で本解析にすすむ。 

2019 年 9 月 解析結果レポート 

 

 

本解析 

4D Flow MRI の臨床上の有用性を示すため

に、先天性心疾患および大動脈解離で多数の

症例において解析を進める。 

成人先天性心疾患では RV volume , wall 

motion, valve regurgitation, EL, output 

等の hemodynamics parameter の予後や手術

適応に関する感度特異度の検証、慢性大動脈

解離では Flow map が与える疾患予後の検証、

再手術加療への有効性の検証を行う。 

また、解析を通じてソフトウェアの不具合

や必要なユーティリティを(1)③ソフトウェ

ア機能のテストとリファインメントにフィー

ドバックする。 

2020 年 3 月 解析結果レポート 

 

の必要性）が生じた。これらの課題を解決に必

要なデータ取得を行う。上記の MRI 撮影方法の

Validation と関連して行った。この実施項目

によって技術的な面で 4D Flow MRI のクオリ

ティを安定化させた。 

 

 

【進捗 80％：○】 

成人先天性心疾患において約 80 例で解析を行

い、Energy loss の healthy volunteer での平

均値、手術適応 indication を作成した。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

成人先天性心疾患では RV volume , wall 

motion, valve regurgitation, EL, output 等

の hemodynamics parameter の予後や手術適応

に関する感度特異度の検証、 

慢性大動脈解離では Flow map が与える疾患

予後の検証、再手術加療への有効性の検証を行

う。 

 

③ 薬事戦略 

海外申請準備・申請 

（Cardio Flow Design） 

医療機器版ソフトウェアについてサイバー

セキュリティ、リスクマネジメントなどの日

米欧の医療機器のためのガイドラインへの適

合を行う。 

▶ 

 

【進捗 80％：○】 

IEC62304 対応 

ソフトウェア開発計画、要求事項分析、リスク

マネジメント、設計書のドキュメント整備、ソ

フトウェアのテストなど IEC62304 に対応した

ソフトウェアの再開発を行った。関連する書類

▶ 

 

 

 

IEC62304の書類は2020年 4月ごろに揃う見込

み。 

2020 年 6 月ごろに FDA 申請を行う方針。 
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2019 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、FDA 申請、CE マーク取得のための道

筋を明確化する。コンサルを使いながらソフ

トウェア開発と薬事申請のすり合わせを行

う。コンサルを用いる。 

2019 年 7 月 申請ロードマップ 

2020 年 1 月 ガイドライン適合 

（IEC62304, ISO 14971、取扱説明書など） 

2020 年 3 月 FDA 申請書中間報告 

 

はたたき台が一通り完成し、正式な書類として

ブラッシュアップに入った。またValidationの

方針について検討を行った。 

 

510k の申請 

伴走コンサルでの助言を受けてスケジュール

を大幅に早め 2020 年中旬に申請を行う方針に

転換した。AMED の予算がある段階で販売後の軌

道修正ができるようにする。 

GAP 分析を行い、Arterys 社の製品を Predicate

として申請する方針が固まった。申請までのロ

ードマップを作製した。上記 IEC62304 等のた

たき台を元に申請書の作成に取り掛かった。 

Arterys を Predicate として、エネルギー損

失の部分のみ難しいと考えられたが、日立の

装置 ProsoundF75 に搭載されている超音波

VFM に同じ式でエネルギー損失を計算する機

能がありこれを Predicate とする方針とし

た。 

 

 

Validation として下記項目を造影剤あり・な

しでそれぞれ検証を行う。 

・血流量 Echo などの実測との比較 

・心室ボリューム Echo などの実測との比較 

・WSS シミュレーションとの比較 

・エネルギー損失 シミュレーションとの比

較 

 

④ 知財戦略（Cardio Flow Design） 

体制構築 

東京大学 TLO が権利を所持しているエネル

ギー損失計測の特許について海外での使用の

ためのライセンスフィーなどを交渉する。 

2019 年 7 月 東大 TLO などとの知財契約 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：○】 

東京大学 TLO との交渉 

別の論文のエネルギー損失計算方法で東京大

学 TLO が保持している特許のエネルギー損失

と同一の値を得ることが可能である。東京大

学 TLO の見解として計算式は特許に抵触して

いないという判断のため、この方法を使うこ

とで東京大学の特許は使わなくてもエネルギ

ー損失は可能になるということが判明した。 
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2019 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 

 

戦略検討 

現状の 4D Flow 関連の知財について公知技

術と権利化されている技術について整理す

る。ビジネスモデル特許(PCT出願および米国、

欧州への移行のみ考慮)海外展開のための

2019 年 7 月を目途に知財調査を行う。コンサ

ルを用いる。 

知財調査は他社の動向を把握するためにそ

の後も継続的に行う。 

2019 年 7 月 調査報告書 

2020 年 3 月 知財報告書(アップデート) 

 

 

【進捗 60％：○】 

知財調査 

血流解析（CFD および 4D Flow MRI）に関する

特許の検索を行い、絞り込みを行った。Arterys

社のビジネスモデル特許が我々の解析プロセ

スが抵触している可能性があり詳細調査を進

めている。 

 

ビジネスモデル特許の出願 

弁理士と方針について確認し、ビジネスモデル

特許の強みとなりうる部分を確認した。 

弁理士向けの特許の資料を作成した。 

 

商標登録出願 

国内、米国ともに出願済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arterys 社の特許に対抗できるビジネスモデ

ル特許について、米国市場において改めて有用

性、有効性を検討する必要がある。 

⑤ 製造・サービス戦略 

製造体制構築（リブト） 

製品開発に必要な知財等(東大 TLO の知財

など)を取りまとめる。 

2020 年 3 月 知財契約書 

 

 

【進捗 80％：○】 

東京大学との交渉 

上述の通り東大 TLO の特許とは別の方法で進

める方針。 
 

 

⑥ 販売戦略 

（Cardio Flow Design） 

市場調査 

アメリカでの 4D Flow MRI の使用状況を調

査する。他社の技術動向や市場を、コンサル

を使って調査する。4D Flow MRI の臨床での

使用状況と使用しているソフトウェアなどを

調査し、競合他社との差別化を図ったソフト

 

【進捗 70％：○】 

競合他社の調査 

Arterys 社の調査を行った（コンサル利用）。 

また、Circle 社、GyroTools 社の製品が導入さ

れているサイトで各社ソフトウェアの UI,機能

の調査を行った。 

Circle 社との機能の比較を行った。 

 

 

 

 

 

B社へ100万程度の予算で追加キーパーソン策

定、市場調査実施していただく予定。 
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2019 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 

ウェアの開発を行うための情報を収集する。

AHA、RSNA を中心とした学会での 4D Flow の

発表状況を確認し、アメリカの各大学での 4D 

Flow MRI の 4D Flow MRI ソフトウェア使用状

況を明らかにする。また各大学で使用してい

る MRI メーカーおよび 4D Flow MRI の撮影可

否を調査する。 

2020 年 3 月 調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI メーカーとの連携強化 

上記の MRI 撮影方法の Validation、装置間

の Validation 結果をもとに撮影のための英

語マニュアルを作成する。MRI 装置メーカー

との協力の下マニュアルを作成し、装置メー

カーを通じて海外で顧客に配布する仕組みづ

くりを行う。また、現在、国内において装置

メーカーを通じて顧客にソフトウェアを紹介

し販売する仕組みが整っている。海外でも同

様に装置メーカーを通じてソフトウェアを紹

介する形を目指す。海外の営業支店向けの資

ユーザー調査 

学会に参加しブース展示を実施。ユーザー調査を

行った。シカゴでの RSNA にて現地ドクターの紹介

で我々の 4D Flow の導入を検討したいという 3 施

設を得た。ネーションワイドチルドレンズホスピタ

ルの小児心臓外科医新岡先生、放射線科医

Dr.Krishnamurthy Rajesh にキーパーソンとなって

いただき導入検討いただいており 2 月に再度プレ

ゼンテーション予定。またテキサスチルドレンズホ

スピタルの先天性心疾患心臓外科医の安達先生に

キーパーソンとなっていただくべく、チームへのプ

レゼン実施いただき 2月に面談する予定。またトロ

ント大学の本庄修身先生にキーパーソンとなって

いただくべくチームへのプレゼン実施いただき 2

月に面談する予定。 

 

 

 

【進捗 70％：○】 

スキャンマニュアルの作成 

シーメンスに関してマニュアルの作成を行っ

た。またユーザーからの聞き取り調査を行い、

血流解析を行う上での問題点を明らかにした。 

E 社に関して担当者とのマニュアル作成に関し

て打ち合わせを行い、現状での撮影に関する問

題点を整理した。現状の撮像ではアーチファク

トでエネルギー損失が大きくでる傾向があり、

東京女子医科大学、千葉県循環器病センターで

アーチファクトが出ない撮像方法にアップデ

ートした。この撮像方法を今後標準的に使う方

 

導入を検討している 3 施設に対して 2020 年 2

月に訪問してヒアリングをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各社のスキャンマニュアルの整備を進める。

スキャンマニュアルにはメーカーからの情報

とユーザー調査の情報を組み込み、大動脈解離

や先天性心疾患を始めとした解析を行うため

に必要なポイントを抑えたものを作成する。 
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2019 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 

料を整備し配布する。また JETRO や既に海外

展開に成功した医療機器メーカーとの相談を

進める。 

2020 年 3 月 スキャンマニュアル 

海外支店向け資料 

2020年 3月 海外展開に関する調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

針でマニュアルに方法の組み込みを進めてい

る。 

また、4D Flow MRI を臨床で用いる際に必要な

理論マニュアルの整備を行った。 

D 社に関して本八幡セントラル放射線科クリニ

ック協力のもと、D 社装置での標準的な撮像方

法を決定した。右室での撮像でコントラスト不

良により解析に手間がかかる問題がわかり、本

八幡セントラル放射線科クリニック、D 社の協

力のもと撮像方法のアップデートを行う予定。 

 

海外での販売促進について 

販売促進について下記の 3 通りの方法を検討

した。 

・デバイスメーカーを通じた販売促進 

・MRI 装置メーカーを通じた販売促進 

・学術機関を通じた販売促進 

 

営業協力企業、代理店等について 

海外での販路について調整を進めた 

現状下記を代理店の候補として進めている。 

- B 社：弁膜症手術の Ozaki method を米国で

広く展開しており、外科医、内科医との接

点が多い業者である。弁逆流量に加えてエ

ネルギー効率も計算できる 4D Flow MRI は

弁膜症の評価に極めて有効であるため顧

客が同じでなおかつ競合しない。現在、現

地西海岸のセールスチームに営業をして

もらう方針で調整を進めている。 

- A 社: 同上の理由でパートナーとして利害

が一致している。日本胸部外科学会で
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2019 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術調査 

学会発表や論文発表での 4D Flow の利用を

調査し、最新の知見をソフトウェアに取り入

れる。臨床現場での 4D Flow MRI の有用性を

周知することでソフトウェアの価値を高める

とともに、血流解析のマーケットを広げる。 

また 4D Flow が稼働している大学病院をタ

ーゲットとし、主に 4D Flow を利用している

科（放射線科、外科、小児科）と興味の対象の

疾患などを調査することで、営業の戦略を決

める。 

2020 年 3 月 調査報告書 

 

Aortic チームのトップと面談し、前向きの

返答をもらった。4D Flow MRI は外科医の

みならず内科医にとっても 3D Echo 的な使

い方が出来て外科医への紹介に使えるた

めニーズがあるという見解をもらった。次

回はFDA申請後に打ち合わせを行い正式に

依頼予定。 

   

【進捗 50％：○】 

学術論文や学会発表の調査 

論文と学会発表については主要なジャーナル、

学会のプログラム等を継続的に調査を進めて

おり、情報のアップデートを続けている。 

コロンビア大学の研究成果発表を通じアカデ

ミック領域からの販路を広げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き継続的に調査を行い、情報のアップ

デートを続ける。 
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(4) 2019 年度の到達点（総括） 

 

ソフトウェアの薬事対応、バリューの向上を行った。IEC62304 を始めとしたガイドライン対応が大枠で完了した。また動作速度の向上（数倍から

数十倍）操作性の向上、見た目の美しさが大幅に向上した。ユーザー調査のフィードバックにより各種ユーティリティが実装され幅広い事象に対応で

きるようになった。薬事対応がほぼ完成し来年度はじめに 510K 申請できる目処がたった。 

臨床研究によってエネルギー損失の健常者での基準値や手術介入の Indication などが定まり、臨床上の有用性を確立した。 

販売促進について D 社、C 社とのアライアンスの組み方に関して具体的な協議が進み、特に C 社はクラウドプラットフォームに搭載するという方

針が立った。D 社とは北米責任者とアーテリーズ、サークルズに続けて 3 社目としてアライアンスを検討頂いている。学術面での販売促進としてコ

ロンビア大学でソフトが購入され利用が開始された。加えて米国内の小児先天性の 3 施設(ネーションワイドチルドレンズホスピタル、テキサスチル

ドレンズホスピタル、トロント大学)で導入が検討されている。 

米国での代理店としては生体弁メーカー２社が候補として上がり各々調整を進めている。4D Flow 解析は弁膜症に対して有効な検査であり顧客層

が一致し販売の相乗効果が見込まれるため理想的なパートナーと考えられる。
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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 

 
  

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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○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。 ○十分
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。 ○十分
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。 △一部
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 △一部
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 △一部
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。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
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。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
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。 ○十分

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(2) 2019 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 

事業開始当初、ＦＤＡ申請などの経験がないため、技術者と薬事担当、コンソーシアム構成員間で作業

の足並みが揃わずに作業の効率が低かったが、オンラインでの進捗状況等の共有ルールを整え完成まで

の道筋を見えるようにしたことで改善した。 

 

 2) 事業の進め方 

薬事についてはコンサルを受けながら進めたが、コンサルへの技術的な部分についての情報の提供が

不足しており有用なアドバイスを得て効率よく進められるようになるまでに時間がかかった。より深く

踏み込んでもらうために早い段階で勉強会のような形で情報共有できていたらよりスムーズに事業が進

んだと考えられる。 

特に Validation やソフトウェアのテストなど時間がかかる項目を整理した上で作業の優先順位をつけ

ることでより時間を節約して進められたと考えられる。 

 

 3) その他 

特になし。
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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 

変更なし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

追加 外科医向けの医療機器メーカーとのアライ

アンスによる販路拡大 

顧客層が同一であり、4D Flow MRI とデバ

イス販売に相乗効果があるため。 

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） 

510K 申請時期を 2021 年 3 月 

上市を 2021 年 9 月 

2020 年 6 月ごろに申請 

2020 年 12 月ごろに上市 

競合他社が急速に勢力を拡大しており、

少しでも早い段階で販路を拡大したい狙

い。 

また FDA を取得することで協力関係にある

企業とより具体的にアライアンスの組み方

について協議も可能であり、営業できる幅

が広がり AMED 予算を有効に使える。 

 

(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 薬事の部分の理解が十分かどうかについて疑念点がある。 510k で進める方針を固めた。今年度は 510K 申請に必要な各種ガイ

ドラインの対応、社内の体制づくり、各種書類の作成を行い申請の準

備を行った。競合他社を Predicate として来年度 6 月ごろを目処に申

請できる目処がたった。 

販売戦略を明確化することが必要。 販売促進の方針、販路の確保の方針について明確化した。 

販売促進としては学術面、MRI 装置メーカーとのアライアンス、外科

医向けの医療デバイスメーカーとのアライアンスの３通りから拡大を

行う方針とした。MRI 装置メーカーとは C 社のクラウドサービスに搭

載するための技術的な方針について打ち合わせを進めた。D 社とは北

米の MR 部門の責任者と面談し、FDA 認証後に再度打ち合わせする予定

となった。また学術面ではコロンビア大学がソフト購入、研究開始。

加えて４施設導入候補を得た。 
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領域 指摘事項 対応 

販路としては代理店として、生体弁のメーカー２社と調整を進めた。

4D Flow MRI は弁膜症の評価を得意とし、ソフトとデバイスを同時に

営業することで相互のバリューの向上が見込めるため、パートナーと

して理想的と考えられる。西海岸の営業チームと調整を進めている。 

FDA 申請時期を早めたほうがよい。 申請時期のスケジュールを２０２１年度末から２０２１年度初頭に

変更した。早期に FDA 申請を行うことで、米国での活動をしやすくす

る。 

ソフトウェアの要件を臨床上有用な項目にしぼり、510k 申請までの目

処がつけた。 

医療機器と誤解されるような画像や説明があると指導の対象であ

るため、事前に東京都の薬務課に相談し物証を得ておく。 

対応が問題ないことを知財コンサルおよび薬務課に確認し、今後学

会などで販促する上での注意点などについて指導をもらった。 

知財 シーメンスやフィリップスも狙っているゴールは同じなので、我々

に特化した部分をいくつか持っていると戦略的によい 

ビジネスモデル特許の取得について調査、検討を行った。競合の

Arterys 社がビジネスモデル特許を出しており、これに対抗する上で

我々のプロセスで臨床利用で有用な点をまとめて特許とする方針とし

た。 

技術・評価 なし  

そ の 他 事

業化全般 

なし  

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

共同体内で薬事戦略を統一し、標榜する内容を踏まえた事

業計画を立案し、2019 年 6 月までに PS 及び PO の確認を得

ること。 

国内では、リサーチサポートサービスとして展開、海外進出に関してはＦＤＡ取得を先

行。具体的には 510ｋ申請書作成、ソフトウェアの目的とインプット・アウトプットに関

する資料作成、また 9 月以降はチャネル確保を目的に各学会での展示会を実施予定として

PS,PO の確認を得た。 

その他の指摘事項については上述の「有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応」

の通り。 
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 2 年度の事業概要 

ソフトウェアを販売する仕組みを確立し米国市場で上市することを目的とする。FDA 申請、販売ルートの開拓、販売促進、トレーニングマテリア

ルや OP マニュアルクラウド解析等のサポートユーティリティの開発を行う。また学術面では国際学会での講演に加え販売促進にも使える論文投稿

を行う。販売ルートは MRI 装置メーカー（C 社のクラウド対応）や生体弁メーカーの他にも多角的に販路が作れないか検討を行う。さらに現地での

販路拡大の追加キーパーソン策定と追加の市場調査を行う。また各施設のサポートを行い学術活動を後押しすることで学会を通じた啓蒙を行う。ま

た競合企業との情報を収集、学会やクライアント訪問などを通じてユーザー調査を引き続き行い、ソフトウェアのバリュー向上に務める。 

 

(2) 令和 2 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 IEC62304 CardioFlow Design 社 

ブレインクラフト社 

OP マニュアル、トレーニングマテリアル、Validation、ソフトウェアテストなどの対応 

② 510K 申請 リブト株式会社 申請と FDA からの照会対応。 

③ 販売ルートの開拓 Cardio Flow Design 社 

リブト株式会社 

 海外営業協力者とのアライアンス調整。営業方法の検討。 

 

④ 販売促進 Cardio Flow Design 社 

リブト株式会社 

各学術機関との関連施設との連携 

MRI メーカーとのアライアンス締結 

学会でのヒアリング調査 

⑤ サポートユーティ

リティの開発 

Cardio Flow Design 社 ・クラウド解析システムの開発 

・C社クラウドへの組み込み対応。 

⑥ 臨床研究 京都府立医科大学、東京

女子医科大学 

これまでの研究成果の publish 

⑦ ユーザー調査   
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
株式会社 Cardio Flow Design  

〒102-0075 東京都千代田区三番町 30-8 

電話: 090-4215-3347 / E-mail:info@cfd.life 

 

 


