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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。 

 

 

令和3年6月時点

非造影拍動追跡型4D Flow MRI解析システムの開発・海外展開

血流解析が可能にする次世代の循環器医療
株式会社Cardio Flow Design・リブト株式会社・東京女子医科大学・獨協医科大学・

国立循環器病研究センター・東京医科歯科大学

H30-024

ICT技術を活用した血流画像解析技術

循環器疾患では血流が治療方針の鍵

Cardio Flow Design：血流解析で循環器医療を変える

⚫ 解剖が複雑な先天性心疾患や大動脈疾患は血流
アセスメントが出来ず治療指針が難しいため多くの
医療機関が途方にくれている。

⚫ 4D Flow MRIは３次元的な血流評価を可能とするが、
臨床応用のノウハウが確立されていない。

⚫ 一回の撮影データからICT、画像処理、流体力学
の技術を駆使して、血行動態とともに心臓ボリュー
ム評価など治療戦略に有用な情報を提供する。

⚫ 造影剤無しのデータでも処理可能で腎機能低下患
者などでも解析可能。

⚫ クラウドも併用して、オペレータ間の誤差をなくす。

Class II
（想定）

臨床ベースで血流解析を行うベンチャー。会社の1/3を臨床医
が構成し、循環器臨床現場での課題をITと流体力学を融合さ
せた技術で解決する。世界で唯一シミュレーションとMRI,

Echoの血流解析すべての技術を持っている。
国内を中心に40施設以上で導入実績。

MRIから血行力学解析

大動脈解離での応用
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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。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、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。 

心血管の血行動態解析は拍動による誤差が生むが、現行の製品は拍動を無視して解析するか造影剤を

使った上で拍動を追跡しながら解析を行っている。拍動追跡により流量等の解析精度に大きくあがり、加

えて心臓容積に関わる指標も評価できるようになるが、造影剤は心不全で腎機能低下患者に忌避で利用

は限られる。本事業で開発するソフトウェアは MRI 撮影、動画像処理、解析の一連を最適化することで、

非造影で拍動追跡可能である。①流れの可視化 ②血流量計測 ③心臓ボリューム計測(複雑な解剖を半

自動で処理) ④エネルギー損失と WSS の計測等の臨床に役立つ指標を算出しレポートとして出力し、

弁逆流や弁狭窄の加速血流の程度、大動脈内の流れの方向や流れるタイミングの様相を直感的な把握、心

負荷の定量と可視化、血管内皮の異常に繋がる血流の特定が可能という特徴がある。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、決められたプロトコルで撮像されたデータを送付すると受託

解析が始まり、解析結果が返送される低コストの受託解析システムも利用できるため、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[１回目] 

・海外薬事申請：2020 年 5 月（アメリカ・ヨーロッパ） 

・海外上市：2020 年 12 月（アメリカ・ヨーロッパ） 

 

変更理由[１回目] 

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。このためまた米国

での販売計画に関して活動をしやすくするため、申請時期を早め 2021 年上旬から 2020 年中旬に繰り上
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げた。 

 

変更[２回目] 

・海外薬事申請：2020 年 10 月（アメリカ・ヨーロッパ） 

・海外上市：2021 年 3 月（アメリカ・ヨーロッパ） 

 

変更理由[２回目] 

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

申請を行方針であったが、FDA 申請の年度区切り（１０月）に合わせる事と、FDA Small Business の

申請のスケジュールを考慮し併用する事で業者登録費用を節約するため。 

また、申請までの期間で開発ドキュメント整備を万全にするため。（MRI 各社の装置の高性能化に伴い、

出力される様式について、今後予見される変化に沿って、DICOM の入出力の際の外部のライブラリを導

入する方針となった。そのためにソフトウェアのアーキテクチャの変更が必要となり開発ドキュメント

の整備の遅れが生じていた。） 

なおかつ、2020 年 2 月より在宅ワークに移行しており、患者データを使ったテストなどがセキュリテ

ィ上行いにくく、業務効率が落ちることで遅れが生じていたため。 

 

変更[３回目] 

・海外薬事申請： 2021 年 1 月（アメリカ）、2022 年 8 月（ヨーロッパ） 

・海外上市： 2021 年 9 月（アメリカ）、2023 年 3 月（ヨーロッパ） 

 

変更理由[３回目] 

・COVID-19 の影響で、海外薬事申請に関連する日米、社内外、コンサル全てに関してもリモート会議

となり申請時期がずれることとなった。さらに 10 月を予定していた海外薬事（FDA）申請について、申

請書の調整や事務処理の不手際による差し戻しにより受理が 2020 年 1 月 19 日に遅れた。ヨーロッパで

の申請を引き続いて行う予定であったが、ヨーロッパでの申請に際してオンラインでの販売を含めたと

きのサイバセキュリティへの対応を行いたいと考えている。 

・米国のソフトウェア販売は、現地での物理媒体（CD や USB メモリ）で行う前提で FDA 申請準備

を進めて 1 月に申請を行うこととなった。しかし、COVID-19 の影響で現地での営業、販売が難しいた

め、オンラインですべて完結できるようなシステムに転換したいと考えている。ヨーロッパではオンライ

ンのシステムを備えて申請したく、サイバセキュリティガイドラインなどを見直す。また、見直しが出来

た段階で、米国でも変更申請を行いたいと考えている。 

開発期間は、AMED 補助期間外になるため開発リソースが縮小されること、コンサルを使わないで申

請準備を行う選択肢も検討し、余裕を持ったスケジュールを考えた。 

・COVID-19 による方針変換のためヨーロッパ以外にもアメリカ、日本でも同様の対応が必要である。

日本で販売するリサーチ版は、現地への訪問がなくてもライセンス、アップデート等の管理が出来るシス

テム開発がほぼ完成し運用テストを行っている。今後これを米国およびヨーロッパ各国のサイバセキュ

リティのガイドラインに適合させる。必要に応じて延長期間内でコンサルの利用も検討するが最小限に

抑えていく。 
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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・欧州 

薬事申請時期 令和 3（2021）年 12 月 
令和 3（2021）年 1 月（米国） 

令和 4（2022）年 8 月（欧州） 

上市時期 令和 4（2022）年 6 月 
令和 3（2021）年 9 月（米国） 

令和 5（2023）年 3 月（欧州） 

想定売上（上市後 3 年目） 33.1 億円／年（令和 6（2024）年時点） 5.6 億円／年（令和 6（2024）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 250 億円／年（令和 6（2024）年時点） 950 億円／年（令和 6（2024）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
13.2%（令和 6（2024）年時点） 0.6%（令和 6（2024）年時点） 

※市場規模：競合品も含めた市場全体としての見込み 

 

【国内、海外の薬事申請、上市時期の変更理由】 

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。 

 

・更に、FDA 申請の年度区切り（１０月）に合わせる事と、FDA Small Business の申請のスケジュー

ルを考慮し、併用する事で業者登録費用を節約するために、2 度目の時期変更を行った。その際に、申請
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までの期間で開発ドキュメント整備を万全にし、（MRI 各社の装置の高性能化に伴い、出力される様式に

ついて、今後予見される変化に沿って、DICOM の入出力の際の外部のライブラリを導入する方針となっ

た。そのためにソフトウェアのアーキテクチャの変更が必要となり開発ドキュメントの整備の遅れが生

じていた。）なおかつ、2020 年 2 月より在宅ワークに移行した際の、患者データを使ったテストなどが

セキュリティ上行いにくく、業務効率が落ちることで遅れが生じていたため、進捗を取り戻す期間が必要

とされていた。 

 

・FDA Small Business の申請は 2020 年 10 月に承認されたが、開発ドキュメントの最終チェックに数

度の修正があったため、予定していた 2020 年 10 月中の申請が出来ず、2020 年 12 月に FDA 申請をリ

ブト社より提出した。提出後の書類の不備箇所の指摘がＦＤＡからあり、修正・再提出をするため、受理

が 2020 年 1 月 19 日に遅れた。その後、FDA から Energy Loss, Wall Shear Stress などの計算について

追加の Validation データを要求され、データ作成を行っている。またヨーロッパでの申請についてサイバ

セキュリティへの対応（ダウンロード販売をする際の社内およびサーバーのセキュリティ管理方法の規

定、リバースエンジニアリング、クラッキングの防止機能の追加を行った。 

・米国のソフトウェア販売は、現地での物理媒体（CD や USB メモリ）で行う前提で FDA 申請準備を進

めて 1 月に申請を行うこととなった。しかし、COVID-19 の影響で現地での営業、販売が難しいため、オ

ンラインですべて完結できるようなシステムに転換を検討した。ヨーロッパではオンラインのシステム

を備えて申請したく、サイバセキュリティガイドラインなどを見直した。また、見直し部分を含めて米国

でも今後申請を行いたいと考えている。2021 年 7 月以降の開発期間は、AMED 補助期間外になるため開

発リソースが縮小されること、コンサルを使わないで申請準備を行う選択肢も検討し、余裕を持ったスケ

ジュールとした。 

・COVID-19 による方針変換のためヨーロッパ以外にもアメリカ、日本でも同様の対応が必要である。日

本で販売するリサーチ版は、現地への訪問がなくてもライセンス、アップデート等の管理が出来るシステ

ム開発がほぼ完成し運用テストを行った。社内のセキュリティについては外部の専門家の意見を参考に、

社内セキュリティの規則をアップデートした。またダウンロード販売を行う上での仕組みづくりとして、

トレーニングマテリアルの改善、撮像方法などの各種マニュアルの整備、遠隔での営業用資料の整備を行

った。今後これを米国およびヨーロッパ各国のサイバセキュリティのガイドラインに適合させる。必要に

応じて延長期間内でコンサルの利用も検討するが最小限に抑えていく。 
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(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。 

 

 

4D Flow MRIデータを処理し血流を可視化する手法は近年急速にシェアを拡大しており、論文数も
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年々増加している（下図） 

 

 

 
 

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ており、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
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おいても適応が可能である。 

 

(4）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。 

 

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。 

 

※市場規模：競合品も含めた市場全体としての見込み 
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市場調査と販売促進 

➢ 米国内で競合である 4D Flow MRI後解析ソフトウェア販売会社との差別化を行う。先天性心疾

患領域での利用実績、またそのために必要なエネルギー損失計測機能や非造影拍動追跡機能が

他社に対する本ソフトウェアのアドバンテージで、米国市場を大学病院から拡大する戦略で進

めている。現在 4D Flow MRI は急速に全米で普及が進んでおり A社が勢力を伸ばしているが、

最も普及が進んでいる S大学ではすでに診療のカンファレンスなどで 4D Flow MRI動画が表示

されるほどに普及が進んでいる。また M病院では放射線科糸循環器医が 4D Flow MRIの導入に

向けての診療カンファレンスを開催するなど高い期待が高まっている。Cardio Flow Design 社

は A社や B社に染まっていない地域から市場を開拓するという方向性と、アカデミアでの発信

をもとに A 社や B 社との臨床上の圧倒的な優位性を差別化しながら市場を開拓するという２つ

のルートで攻める。上記 2 社のように単なる３次元血流の可視化ツールではなく心血管機能を

系統的・包括的に診断できるツールとして特に今後需要が認められる成人先天性心疾患、慢性大

動脈疾患にフォーカスして市場を広げる。 

 

 

➢ B社、A社がまだ参入していない米国西海岸・東海岸の施設から導入を進めていく。 

 

➢ 学術論文誌や米国国内学会での発信を通じて B 社や A 社との臨床上の有用性の差異を明確にす

ることでユーザーの認識に変容をもたらし市場を拡大する。 

 

➢ 米国 C大学へは研究者用ソフトウェアの販売済で、FDA認可前でも導入が進められることを証明

しており、今後は論文化のフォローと研究者用ソフトウェアの販路を拡大し、FDA認可後は研究

者用ソフトウェアを医療機器に随時交換していく。 

 

➢ 欧州(ドイツ) D 病院では小児心臓外科および小児循環器科での試験的な使用の後、本格的な導

入に向け臨床研究目的で 2020年度導入済。 

 

➢ カナダの小児病院では小児心臓外科主導で積極的な導入が検討されており、FDA承認前でも臨床

研究目的で導入が進められる可能性が高い。 

 

➢ 米国 E病院では小児心臓外科主導で積極的な導入が検討されており、FDA承認前でも臨床研究

目的でデモライセンス導入について合意。契約の進行中。 

 

➢ 近年先天性心疾患の手術成績の向上とともに成人先天性心疾患患者は先進諸国を中心に爆発的

に増大しており、そこで総合的な心機能評価が可能な我々のソフトウェア iTFlowは治療方針を

決めうる唯一のツールとしてニーズが存在する。 

 

➢ 高齢化の加速した今日、血管疾患は生命予後を規定する重要な疾患の一つとなっている。かつて

はなかなか助からなかった大動脈解離も慢性期に入り、低侵襲に加療する deviceが増加しつつ

ある時代を迎え加療の方針が多様になっており、その適応に関する考え方も難しくなっている。

iTFlow は明確な流量マップを提示するため治療方針を決めうる唯一のツールとしてニーズが存

在する。 

 

➢ 米国 F病院へ研究用バージョンのソフトウェアの販売済であり、院内の 3名の医師と Zoomミー

ティング・メール等により、機能追加のフィードバックをもらいながら研究バージョンの開発の

推進を行い、また解析データの分析についてのサポートを行い密に連携しながら利用をサポー

トしている。 
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➢ 下記ルートで iTFlow の販売促進を行う。 

 MRI装置メーカーとの連携による販売促進 

⚫ 日本国内では 3 社が装置と同時に販路を開いている形になっているため、米国市場に

おいても同じ形を目指す。 

⚫ 国内の 3 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。うち、2社においては iTFlow導入施設

とメーカーに協力をもらいながらより良い撮像方法へのアップデートを行っている。 

⚫ G 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。A 社、B 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。 

⚫ H 社のクラウド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

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 

⚫ 昨年４月に NY で開催される米国胸部外科学会(AATS)において同大学で行っている

iTFlowを用いた成人先天性心疾患手術戦略を報告するよう招待されており、同学会での

営業を同時に施行する予定であったが、COVID-19の影響で学会自体の開催が中止となっ

た。面談予定であったカナダの小児病院とはビデオ会議でのミーティングを昨年 11 月

に行った。iTFlowに非常に興味を持っていただき、デモライセンスから提供を開始して

いる。これを北米での販売の足がかりの一つに予定している。 

⚫ 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。 

⚫ 本年 4月に開催された、AsianOceanion Congress of Radiolory では、研究代表者 板谷

慶一による国際講演が行われ、4D Flow MRIの臨床での有用性について講演した。 

⚫ C 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。 

⚫ D病院で iTFlow を用いた試用運用が行われ問題なく解析されることが確認され、同院の

小児心臓外科および小児循環器科での導入が完了。臨床研究を介した発信および、関連

施設への導入が期待される。 

⚫ 昨年度北米放射線学会で現地ドクターを通じた紹介に始まり iTFlow についてオンライ

ンも含め 7 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た。 

I. 現在デモライセンスを案内・配布し導入時の障壁についてのフィードバックをも

らい、効率的なオンライン導入のためのソフトウェアの改善につなげた。 

II. ニュージーランドにおいては大学からの声掛けがあり、デモライセンスの導入検

討をしている。論文やコンサル等の成果が出てきたためか、本年に入り海外からの

お問合せが多く、血流解析における自社の需要が見込める兆しが出てきた。デモラ

イセンスの反応を確かめ、これらの施設を中心に我々の手法を啓蒙していく。 

 

 医療機器メーカーを通じた販売促進 

⚫ I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 I社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。 

⚫ J 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。J 社とはアライアンスを組み共同で営業資料作成、営業活動を

進めている。今後米国での市場調査をもとに代理店として主に小児の領域での販路拡大

を進めていく。 
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⚫ H 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 

⚫ G社はすでに B, A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。先述の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について時間をかけて

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。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。 

⚫ 3 社に協力をもらい、撮像方法の改善を行い、撮像方法マニュアルのアップデートを行

った。 

 

 コンサル通じた販売促進 

⚫ 今後の課題として海外の医療機器として具体的な販売先についての不安が残っていたた

め、コンサルを利用した。MRI 対応の納品可能な先に関する US 内の市場調査や販売先の

紹介、外科医師に対する需要関心のアンケートなどを行い、今後の足場を固めている。 

 

(5）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 

B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。 

 

A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 

 

S社製品 

➢ 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 
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 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 B 社 R 社 A社 

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 B R A 

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 

医療機器版 

未定 

200 万円/年 80 万円/年 単独では 600万円程

度。通常ワークステ

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 Flow MRI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。 
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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。 

 

５. 使いやすさを追求した UI 

これまでの臨床現場からのフィードバックをもとに、ユーザーインタフェースの向上を行ってきた。

iTFlow は、医用画像の二次元断面と三次元形状を同時に確認しながら、それぞれで操作・処理を行って

いく高度なソフトウェアであるため、それらが視認しやすく、初めてでも使いやすい仕様とするため、

Microsoft Officeを参考にメニューの改良やアイコンの作成を行ってきた。改良版を京都府立医科大学

の大学院生に使っていただき、更にフィードバックをいただくことで細微なところまでこだわった UI

として確定し、FDA用申請するに至った。また、今後の FDA版改良に向けて、研究版では更に UIを改良

し、次世代の iTFlowの準備も進めている。このように、継続的な開発が可能となるような仕組みも整

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 



 

16 

(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 0.8 

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

販売数量 

（単位：解析） 
－ － － 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   
● 

米国 
 

● 

欧州 
     

上市時期    
● 

米国 

● 

欧州 
     

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 0.8 

売上高（単位：億円） － － － 0.20 0.20 0.21 5.65 76.00 195.30 389.30 

販売数量 

（単位：解析） 
－ － － 100 100 105 2,825 38,000 97,650 194,650 

 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） － － － 0.84 7.90 21.02 38.76 123.66 259.54 453.54 

販売数量 

（単位：解析） 
－ － － 420 3,950 10,510 19,380 61,830 129,770 226,770 

※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。 
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新たに獲得する市場はアメリカ、ヨーロッパで年 779億円 

世界的に見ても成人先天性心疾患患者は増多の一途をたどり、多くの先進諸国で問題視されている。米国で

は約 90 万人の成人先天性心疾患患者がおり、毎年増多し続けている。またヨーロッパはアメリカとの人口比

から患者数を 160 万人と予測し、試算に加えている。血流解析の必要な割合は 70％と推定。2021 年に認可を

取得し、5 年間で 40%程度近くまでシェアを伸ばすことを目標とした。 
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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” 

➢ 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。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。米国代理

店を予定している J 社の調査でも先天性心疾患領域での反響が特に大きい。ニーズが大きい領域か

ら 4D Flow 利用を拡大していく。 

➢ 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。 

➢ 国内についてはアミン株式会社と代理店契約について協議を進めており、代理店を挟んだ販売方法

についてノウハウを蓄積し、米国での販売形態の参考にする予定。 

 

➢ 現状、下記を代理店候補として進めている。 

J 社：弁膜症手術方法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。共同

で米国の市場調査や、営業戦略の検討を行っている。そのほか他 2 社も候補先として選考中である。 

 

 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 

⚫ 薬事コンサル相談（2020 年 6 月 19 日） 

リブト社の Small Business 申請、FDA 申請について。FDA から返答があり、再提出をした。 

 

⚫ PMDA RS 総合相談相談（2021 年 5 月 13 日@PMDA） 

今後の日本での薬事申請の進め方の大枠について、治験や臨床についての考え方等の相談、ベンチ

ャー企業特有の進め方等の相談を行った。 

 

 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） 

先行技術として血流解析に関連するソフトウェアおよびサービスに関して弁理士に依頼して検討を

行った。関連特許 109 件を検索され、その中で特に当社の技術に関係の深い 2 件について詳細の調

査を行い、問題がないことを確認した。 

 

⚫ 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 

本製品のコア技術である非造影拍動解析の技術を特許として出願する準備を進めている。権利化、

ブラックボックス化の方針としてはソフトウェアとして外部から見えやすい部分として、画像の撮

像方法などのソフトウェアへのインプット情報、またソフトウェアのアウトプットとしての拍動の

トラッキングの表示方法、またデータ処理のプロセスについて特許の請求項にするようにした。ま

た内部的なパラメータや追跡精度を上げるために行われる画像フィルタなどのノウハウをブラック

ボックス化し、特許明細を見ても高い精度で再現することは難しくなっている。 

 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許は利用データやトラッキングの表示方法など外部から侵害がわかりやすくしており、侵害され

たときの検知は容易であると考える。侵害者への対応は適宜検討する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

アメリカの企業に対抗するために、スキャンからレポートまでをセミオートで出せる流れをビジネ

スモデル特許として申請準備中である。技術に対する防衛策をとりつつ、訴訟で開発への弊害が起こ

らない様に対策を進めた。 

 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

現在米国 3 施設で iTFlow のリサーチバージョンが稼働しており、特に K 病院と C 大学では多用

されており今後複数の論文や学会発表の成果が見込まれる。これらの施設をもとに、米国でのアカ

デミックの利用を広げていく。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

FDA 承認後の販売代理店としては J 社と市場調査、販売方法、サポート方法の調整を進めている。

営業方法としては J 社が主催する Webinar の利用、MRI 装置メーカーからの紹介などを検討して

いる。MRI 装置メーカーからの紹介は日本国内では有力な販路の一つである。米国では現場レベル

で撮像方法などのサポートは行っているものの、会社との営業の提携は進んでおらず、今後調整を
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進める必要がある。アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

薬事コンサル相談（2020 年 6 月 19 日） 

品質管理の体制について相談、詳細を相談し、ISO13485 に基づいて進めた。リブト社でクラス II

に必要な ISO13485 への対応ができている。またコンサルを利用することで IEC62304 やサイバセ

キュリティに対応したソフトウェアの開発を行った。 

 

⚫ 広報・普及計画 

当初はアカデミックな需要がほとんどであると考えられ、次第に臨床での利用も拡大していくと予

想する。特に小児先天性、成人先天性の分野では 4D Flow MRI による血流解析の需要が大きく、

まずはこの分野での研究者を対象に学会やエキスポなどで iTFlow を利用する下地を広げておき、

臨床での 4D Flow MRI の利用スタイルが確立したときに診断用のソフトウェアとして販路が広が

ることを目指す。 
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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 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。

A 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 B

社、A 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。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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。 

 

 

 
③ 知財に対する意識は高いが、そのための対

策、人材、体制等は不十分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ビジネスモデル特許取得についての問題意

識はあるが、ビジネスモデル特許取得の本

① コンサルを使った知財調査の結果、競合の B 社が

ビジネスモデル特許として 4D 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

特許申請を進めている。 

 

 

③ 知財：エネルギー損失のコア技術はすでに権利化

しており、ビジネスモデル特許として包括的なシ

ステムを知財化することで対応する。 

人材：創光国際特許事務所ではすでに関連技術に

関する特許化の経験のある方がいるため、相談し

ながら進めている。 

体制：社内体制について ISO13485 に対応した体

制作り、また QSR 対応のための差分の抽出を行っ

た。 

 

 

④ 意義については、7 月に行われた知財コンサルに
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

質とその戦略的意義、ビジネスモデルの具

体的イメージ、当該ビジネスモデルを実施

する際の「技術的工夫」の認識・明確化が

曖昧 

 

 

⑤ 海外出願及び海外での訴訟等に係る具体

的な対応・認識（費用感も含めて。）が不

十分 

 

 

⑥ 学術論文・学会・教科書化・販売促進に伴

う営業活動等を通じての自社技術の公知

化、ノウハウも含む技術流出に対する問題

意識が不十分 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 海外出願・海外調査・海外訴訟等に対する

国・自治体等による支援策（補助金等を含

む。） に関する情報収集が不十分 

 

 

 

 

 

 

 

おいて橋本弁護士より確認済み。10 月中に創光

国際特許事務所とオンラインミーティングし、現

在は請求項骨子の最終調整に入っている。 

 

 

 

⑤ ④同様、創光国際特許事務所とミーティングし、

進めている。 

 

 

 

⑥ 公知化する技術と、ノウハウ等の知財が絡む技術

については分けて行っている。公知化しているも

ののほとんどは、ソフトウェアによって得られた

結果から導き出される臨床的な観点からみた研

究成果、もしくは技術の大元となる理論としてい

る。理論については、それだけではソフトウェア

を構成することはできず、医用画像処理やそれに

付随するパラメータ処理などが大事な要素であ

り、それについては公知化する予定はない。 

 

 

⑦ 海外出願・海外調査・海外訴訟等に対する国・自

治体等による支援策については、調査の結果、

JETORO・自治体等に問い合わせを行い、仕組みを

理解した。いずれも AMED 等の公的補助金と併用

が出来ない案件のため、期間が終了した後の対策

として留意している。JETORO の提言により、

JETORO が運営する海外向けの販売サイトに研究

版としての紹介を行った。また、各種セミナー等

に参加し、現地のカルチャーフィット等の意識が

必要のため、契約時には現地の法人や法律家を通

すなどのリスクヘッジが必要なことも助言をも

らった。 

 

技術・

評価 

① 解析時間の短縮化のための AI 導入 

 

 

 

 

 

 

 

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

作業時間を短縮し、1 例 15 分程度での解析が可能

となった。これにより、臨床現場に置いて無理な

く解析可能である。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、次アップデートで AI を用いた技術の
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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 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。 

 

搭載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 SCMR 時の各施設訪問によって求められる機能に

ついてヒアリングを行った。また、既に導入して

いる C 大学、K 病院からフィードバックを受けて

ライセンス認証方式の見直し、UI の改善、DICOM

のフォーマットについて仕様を見直した。 

その他

事業化

全般 

①クラウドの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

② iTFlow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。 

 

③ 米国市場において、販売に先立ち、民間保険

者との折衝が不可避であることから、交渉

戦略を立てる必要がある。 

 

④ 米国における支店の開設や販売代理店の選

定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

② 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。 

 

 

 

③ 医療機関へのアプローチ/メーカー（デバイス・

MRI）との販売協力の契約をどうするかを具体的

に決めていく。 

 

④ 昨年 7 月のコンサルにより、他社ワークステーシ

ョンに載せて販売（ワークステーションメーカー

が販売代理店）の形で進めたが、現在遠隔ではあ

るが、自社でオンラインサポートをしていく予定

で J 社を米国の代理店として販売を進めていく

方針が固まりつつある。技術面、専門的な分野は

オンラインで Cardio Flow Design 社からできる

仕組みを新型コロナの状況の中で整えており、代

理店の負担を減らし協業しやすい形に対応でき

ていると考える。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

⑤ 米国への展開戦略においても医療機器とし

ての実用化においても、長期支店から顧客

ニーズを満足する内容であるかどうかが重

要視される。特に、競合の B 社と類似する

印象を持たれやすい点。また、工学系の大

学などにて研究用ソフトウェアの研究開発

が展開されており、これらの同業他社など

における技術や流通、アップグレード・保

守管理など、多面的な優位性の確保が求め

られるため、自社で開発するソフトウェア

で得られる情報に臨床ニーズを満足するこ

とについて他に比した優位性を明示するこ

とが最優先となる点 

 

⑥ 日本での販売も視野にいれた検討が必要。 

 

 

⑤ これまでの市場調査や米国研究者との関わりの

中で、柔軟なユーザビリティや直感的にわかりや

すい UI デザインが重要であると結論に至った。

本ソフトウェアの米国でのシェア獲得を加速さ

せるため、開発計画にあるような先進的技術に加

えて、UI の改善、結果のアウトプット方法の改

善、新しい解析アルゴリズムによる解析時間の大

幅な短縮を行った。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 海外での提携を進めようとしているデバイスメ

ーカー・MRI メーカーは日本でもビジネス展開を

しており、米国のみならずアジアでの提携など契

約形態を模索する。国内では代理店としてアミン

株式会社との契約を進めておりこれをモデルケ

ースとして、4D Flow MRI を持たないワークステ

ーションメーカーとのアライアンスを組み進め

ていくことを検討する。 
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1.6 令和 2 年度補助事業の成果概要 

(1）補助事業の事業概要 

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（H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）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、レポートを出力する。 

 

(3）令和 2 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 2 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） 

3)ソフトウェアのテストとリファインメント 

2019年度で医療機器版のソフトウェアが完成

した。今年度は各医療機関でのソフトウェア

の試用を通じて、ソフトウェアの不具合やユ

ーザービリティの不足の洗い出しと修正を行

う。またソフトウェアのトレーニングマテリ

アルを作成する。また、B 社、A 社を始めとす

る Predicate ソフトを既に利用している施設

に、本事業のソフトウェアとの比較、評価を

依頼し、フィードバックをもとにソフトウェ

アを競合製品との競争力の強化を行う。

  

2020 年 4 月トレーニングマテリアル 

 

【進捗 100％：○】 

 

3) FDA 申請用のパッケージとして完成した。 

社内および京都府立医科大学でクローズテストを

進め、Research 版との比較を行い、機能としては

Research 版と遜色無いレベルで実現できているこ

とを確認した。また、症例解析からフィードバック

を得てソフトウェアの安定性とユーザビリティが

大幅に向上した。 

Research 版で問題であった速度の問題を解決する

ために、アルゴリズムの改良、CPU で演算していた

ものを一部 GPU に移植を行い、高速化を行った。 

Verification, Validation を完了し、得られたフ

ィードバックからバグを修正した。 

心拍動トラッキングに新しいアルゴリズムを組み

▶ 

 

 

3) FDA申請用のバージョンは完成しているが、

ライバル企業とのさらなる差別化のためにソ

フトウェアの価値を高める機能の研究用パッ

ケージとして開発継続する。2021 年度中に研

究用のパッケージに Wall Shear Stress に関

連した複数の指標計算機能、複数のデータのヒ

ュージョン機能、血流のパーティクルの定量化

機能など様々な機能が搭載できる見込みであ

る。 

 

他社ワークステーションとの連携機能 

ソフトウェア間のインターフェース開発や連

携ソフトとの UI の違いによるミスを防ぐ仕組
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令和 2 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 

2020 年 12 月ソフトウェアリリース 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)受託解析システムの確立 

2019年度の検討で受託解析は FDA申請に含ま

ない方針とし、従来と同様にサポートの一部

として実施する事となった。現在メールベー

スで行っているデータのやり取りを Web サー

ビスベースで出来るものにし、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

いて検討を行う。 

2020 年 9 月サーバー仕様書 

 

 

6)装置間の Validation 

2019 年度、各メーカーでの撮像方法マニュア

ルを作成した。これを各施設に配布しフィー

ドバックを得て、各メーカーと協力の下アッ

プデートを行う。また MRI をシミュレーショ

ン、Echo との比較による Validation の結果

を撮像方法マニュアルへ反映させる。 

2020 年 12 月撮影プロトコルのマニュアル 

 

込み（特許化を検討中）、弁のトラッキングや

Oscillatory Shear Index等新しい指標の解析が可

能となり、ソフトウェアの価値が向上した。ユーザ

ーからのフィードバックを受けて UI の改善を行っ

た。 

トレーニング用の教材として下記を作成した 

・健常者のデータと解析マニュアル 

 

4)サポートの一部として受託解析システムのあり

方について検討し、ISO13485, QSR 等の品質システ

ムに適合するための社内のデータ管理システムの

整備を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

6) 撮像方法マニュアルを Research 版導入施設に

配布し、一部フィードバックを得て改善した。

Philips 装置での Compressed Sensing の有無で比

較を行った。 

みを作る 

 

院内システムとの連携 

現在スタンドアローンとして FDA 申請を行っ

ているが、今後利便性を考え DICOM 通信を介し

たものにアップデートを行う。プロトタイプと

しては DICOM 通信機能の実装ができている。 

FDA 版の販売のサイクルを回して、ソフトウェ

アのフィードバックを得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) MRI の性能が日々進化しており、撮像時間

と撮像クオリティのバランスを取りながらマ

ニュアルを更新していく必要がある。 
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令和 2 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 臨床研究 

（東京女子医科大学・獨協医科大学・国立循

環器病研究センター・東京医科歯科大学） 

3)本解析・研究成果の公表 

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。また学術成果の発表を行う。  

2020 年 12 月解析結果レポート 

 

 

 

【進捗 90％：○】 

3) 成人先天性心疾患について、TOF20 症例の解析

から 4D Flow MRI を使った手術適応に関する結果

が得られ、論文発表された。 

大動脈解離の症例において 17 例の解析を行い、一

部を獨協医科大学より論文発表済。 

 

▶ 

 

論文で、4D Flow MRI を用いた手術適応の有用

性を発表予定。 

③ 薬事戦略 

（Cardio Flow Design） 

2)海外申請準備・申請 

FDA 510K 申請に向けた書類作成、準備を行う。 

2021 年 1 月 FDA 申請（アメリカ） 

（リブト） 

ISO13485 への iTFlow の組み込み、品質マネ

ジメントを行う。FDA 510K申請を行う。監査

が発生した場合対応する。 

2021 年 1 月 FDA 申請（アメリカ） 

▶ 

【進捗 90％：○】 

2) Software Verification, Validation を完了し、

FDA510K 添付文書をまとめた。 

FDA 申請費用減免の申請が完了し、10 月に承認さ

れた。 

また FDA の年度をまたぐと業者登録費用が余計に

発生するために、10月に 510K申請する方針とした。

US 代理人の選定を行った。 

2021 年 1 月に FDA 申請を提出。 その後、FDA か

ら流量計測などの補足説明を求められ再提出。さら

に Energy loss, Wall Shear Stress などの追加

Validation データを要求され追加データを作成し

ている。 

▶ 

 

 

追加 Validationデータを添えて FDAへの 510K

再提出。 
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令和 2 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 

 

④ 知財戦略 

（Cardio Flow Design） 

2)調査・戦略検討（ビジネスモデル特許につ

いての検討） 

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)海外展開のためにコン

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。 

2021 年 3 月知財報告書 

 

【進捗 80％：○】 

 

2) 知財調査を進め、B 社の特許で弊社ソフトが抵

触している可能性のある項目（速度補正方法と形状

抽出方法）を特定した。コンサルを使って技術内容

について精査し、現状のアルゴリズムで問題ないこ

とを確認した。 

 

また、AMED 伴走コンサルで相談し、防衛特許として

のビジネスモデル特許の出願準備を進めた。販売ま

でに取得できるスケジュールで進めており、新しい

心拍動トラッキング技術を特許に組み込んだ明細

書まで作成完了した。 

 

 

 

 

 

ビジネスモデル特許の出願。 

⑤ 製造・サービス戦略 

（Cardio Flow Design） 

2)販売体制構築 

販売代理店の調整を行う。販売体制、サポー

ト体制を確立する。販路としては T 社のクラ

ウドや医療デバイスメーカー（I 社、J 社など）

を候補として調整を進める。  

2020 年 12 月Ｔ社、J 社、I 社との調整。 

 

 

【進捗 90％：○】 

国内での販売代理店としてワークステーションメ

ーカーとの協業についてコンセンサスが取れ、営業

開始に向けた準備を進めている。 

また海外では J 社を代理店として営業活動を進め

ていく方針が固まり、共同で営業資料の作成、戦略

の検討を進めている。 

 

 

市場調査の継続、営業資料のアップデート。 

 

⑥ 販売戦略 

（Cardio Flow Design）  

1)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学会等で調査

 

【進捗 80％：○】 

1) 米国代理店の J 社およびコンサルを使った市場

調査を進めた。競合との差別化として、これまでに

蓄積した小児での有用性データとそのデータを得

るために必要なトラッキング技術、エネルギー損失

 

 

 

論文での調査の継続 
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令和 2 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 

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ウェアの開発

を行うための情報を収集する。  

2021 年 3 月調査報告書 

 

2) MRI メーカーとの連携強化 

MRI 装置メーカー各社でデータフォーマット

の変更があった場合は対応し、各社で安定し

たクオリティでデータを解析出来るようにマ

ニュアルのアップデートを行う。 

MRI 装置メーカー各社及び、コンソーシアム

内外の連携する医療機関から継続的に情報を

収集し、必要に応じて対応する。  

2021 年 6 月 

各社撮像方法マニュアルのアップデート 

 

3)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。 

また、臨床現場での 4D Flow MRI の有用性を

周知することでソフ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

たリサーチ用途としての下地を広げる。 

2021 年 3 月調査報告書  

 

解析技術などをもとに営業活動を進めていく方針

を検討した。 

海外学会での調査は新型コロナの影響で行ってい

ない。 

 

 

2) MRI 装置メーカーから協力をもらい、撮像方法

のアップデート、マニュアルのアップデートを行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 学術調査 

継続的に調査を進めており、血流の可視化方法、指

標の定量機能などの搭載を行った。 
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(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 

・大学病院及び病院側に被験者の来院が外出自粛のため難しくなり、受託解

析等で担ってきた検体の収集が滞っていた。この影響で、バリデーション等

が計画通り進まなかった。被験者データが取得できる場合でも、セキュリテ

ィ上リモートでのテスト等が行いづらく、前述の通りその環境構築と作業に

時間がかかった。 

 

・R2 年度中に関連する日米の学会へ全て参加し、本格的に米国での販売を

進めるための製品紹介やリーディングユーザー、キーパーソンを探す・訪問

する予定であった。しかし COVID-19 の影響で国際学会および国内学会が

中止となり、R2 年度中の実施が困難となったため、製品販売に関する計画

が遅延している。 

・COVID-19 の影響も徐々に落ち着きを見せはじめたため、臨床データの収

集が可能となってきている。 

 

 

 

・COVID-19が収束してから本格的に米国での現地法人の作成等の計画を進

める方針とし、現段階では社会情勢・経済状況を鑑みた上で、米国に渡航し

なくても販売活動が出来るような体制を検討中である。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1）補助事業の到達点（総括） 

これまで研究用であった技術を、ソフトウェアを医療機器として開発し FDA への申請を行った。FDA

の承認はまだであるが、同リサーチバージョンのソフトウェアを米国 2 施設、ドイツ 1 施設へ販売、ま

た米国 3 施設で無料のデモ利用を行った。また米国においては J 社との提携、国内においてはアミン株

式会社との代理店としての提携を結んだ。販路の拡大方法として米国でのアカデミックな基盤として C

大学と K 病院で積極的な利用がなされており、研究成果が出始めており、今後学会を通じた販路の拡大

が期待できる。さらに 3 社との連携で各メーカーでの推奨の撮像方法のマニュアルを整備した。今後さ

らに連携を深めメーカーからソフトウェアの紹介をいただけるような形を目指していく基盤ができた。 

会社としてはこれまで研究用のサービスを展開していたが、製造販売業者との共同での製品開発を通

じて品質管理、薬事のノウハウを蓄積することができ、今後独自で医療機器を開発する下地を作ることが

できた。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 

社内の体制を整備し、医療機器を製造できる品質管理ができるようになった。研究技術であ

ったものを 1000 項目以上に及ぶ試験やドキュメントの整備を経て医療機器としての品質の管

理がなされ、ＦＤＡへの申請を行うことができた。 

知財 

医師をターゲットとした製品の開発によって、簡便かつ高精度に心臓の拍動を追跡するため

の新しい手法を開発した。本件は特許出願の準備を進めており米国上市までに出願できる見込

みである。 

技術・評価 

これまでコアな研究者向けのソフトウェアとして開発されていたものに、品質管理、処理の

自動化、ユーザーインターフェースの改善、医療機器との接続、その他様々な便利な機能を組

み込み、臨床現場でも使えるレベルの使いやすいソフトウェアに仕上げることができた。競合

であり、海外の MRI ワークステーション最大手である Circle 社に使い勝手においても遜色な

いものになり、ソフトウェア導入時のコンペでも勝てるようになった。 

さらにもともと当社の強みであった心臓の拍動追跡機能はアルゴリズムの改良により、心臓

弁の追跡なども可能となった。会社の技術レベルのベースが大幅に向上し海外メーカーに対す

る優位性が増した。 

また MRI 装置メーカーとの連携によりクオリティの高いデータを安定して解析するための仕

組みとそれを施設に Distribute するための方法が整った。 

その他事業

化全般 

合計 200 例を超える 4D Flow MRI による疾患の解析が行われた。その結果、エネルギー損失

などの血流指標を使った手術適応の基準値が完成した。これまで研究用途の利用が中心であっ

た 4D Flow MRI を使って右心系疾患の解析を行う方法論が確立し、さらにそれを一般的に使え

る医療機器として開発することができた。さらに米国、国内での代理店により本技術を一般に

周知する下地も出来上がった。 

またこれまで循環器の研究ツールの開発が業であった Cardio Flow Design 社に医療機器開

発のノウハウが蓄積され、医療機器業界への参入の大きな足掛かりとなった。 
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(2）当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 2) 自己評価理由 

開発製品としては想定以上のクオリティのものに仕上がり国際的な競争力を十分にもつ製品となった。

リサーチ版としての販売では、海外大手 MRI ワークステーションメーカーである Circle 社の製品とコン

ペになっても勝てるようになった。これまでの研究ベースでのアカデミックな強さに加えて、ユーザーイ

ンターフェース、動作速度、解析の利便性などユーザーエクスペリエンスの部分においても高いレベルで

の実現ができ、顧客へのアピールが十分にできるものとなった。製品のクオリティとしては当初の想定よ

りも大きく上回る成果が得られたと考える。また 200 例を超える 4D Flow MRI の症例解析によって、こ

れまででは検査が困難であった右心系の疾患においての手術適応の基準値の作成をすることができ、臨

床面での有用性も十分に確立でき、顧客ニーズの発掘も十分にできたと考える。FDA 申請と並行して進

めてきたデモ利用などのフィードバックも得られており、顧客の要望に応じた今後の開発の方針も明確

である。 

一方で薬事の面では当初の時間的な見込みが甘く、2 回の期限の変更を行うことになった。またエネルギ

ー損失、Wall Shear Stress などの追加の情報、実験データも FDA から要求され、こうしたデータの準

備にも時間がかかってしまった。 

知財戦略については伴走コンサルや弁理士からのアドバイスなどをもとに競合の特許調査、それに対す

る製品の対応、ビジネスモデル特許の出願準備を行った。当社としては十分な準備を行っていると考える

が、医療機器としての本格的な上市はこれからで初めてのことなので引き続き対策を万全にするために

リソースを割く予定である。 

販売戦略としては米国では J 社、国内ではアミン社を特約店として進めていく方針が立った。当初の現

地インポーターの設立という目標は新型コロナの影響で達成できなかったが、今後販路を広げていくた

めの十分な下地ができたと考える。ただしヨーロッパにおいてはまだパートナーが見つかっていない。今

後 JETRO を通じてパートナー候補を探っていく方針である。 

以上から、本事業では 4D Flow MRI の研究技術をサステイナブルな医療機器製品として昇華でき、海外

の市場獲得を行う十分な下地ができ目標を達成したと考える。 

  



 

33 

(3）チェックリストによる自己評価結果 

 

  

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
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。 △一部
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。 ○十分
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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(4）補助事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

研究内容・成果ともにマイルストンを概ねクリアできた。代理店も置くことが決まり、リサーチからス

タートすることができている。強いて言えば、期間中に自社の体制を模索していたが、その検討にかかっ

た期間に関しては悩まずに進めていれば、その分の労力を研究や他のマイルストンを押し進める時間に

使えたのではないか。 

 

2) 事業の進め方 

医療機器の上市の準備として市場調査を進めたが、FDA 審査がなかなか厳しいものだと痛感している。 

振り返って、薬事の経験がある従事者を外部に頼らずフレキシブルに対応できるように社内の体制とし

ては整えるべきであったのではないか。 

 

 3) その他 

コロナ禍となった今年度は学会もオンラインとなり、販売体制や販売先の構築に関しては追加でコン

サルを使って対応している。早い段階で海外在住の文化に精通した代理店の選定を視野に入れ、進めるべ

きであったと感じている。 
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(5）当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

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） 

・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） 

 

変更理由[１回目] 

・海外薬事申請：2020 年 5月（アメリカ・

ヨーロッパ） 

・海外上市：2020 年 12 月（アメリカ・ヨ

ーロッパ） 

 

 

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。 

 変更[２回目] 

・海外薬事申請：2020 年 10 月（アメリカ・

ヨーロッパ） 

・海外上市：2021 年 3 月（アメリカ・ヨー

ロッパ） 

 

Small Business 申請のスケジュールを考慮、併

用する事で業者登録費用を節約するため。 

また、申請までの期間で開発ドキュメント整備

を万全にするため。 

なおかつ、2020 年 2 月より在宅ワークに移行、

業務効率が落ちることで遅れが生じていたため。 

 変更[３回目] 

・海外薬事申請： 2021 年 1 月（アメリカ）、

2022 年 8 月（ヨーロッパ） 

・海外上市： 2021 年 9月（アメリカ）、

2023 年 3 月（ヨーロッパ） 

 

COVID-19 の影響、附随して現地での営業、販売が

難しいため、オンラインですべて完結できるよう

なシステムに転換するため。 
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(6）有識者委員会･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 ・QSR、GMP 品質管理の体制が異なる点についての対応は大丈

夫か 

・PMDA 製造の届け出をリブト社から行った。輸出証明：QSR の

ときのために準備。 

 

・ラベルについて ・CD パッケージ用のラベルは対応済。また今後オンライン販売に移

行にも対応できるようにソフトウェア上にも FDA ガイドラインに

準じた表示がされるように対応した。 

・Small Business 申請について ・BrainCraft 社が準備、リブト社が登録済 

・リサーチ版の販売について ・ネガティブ要因になる可能性はあるが、パッケージや中身などに

差があれば事例としてはある。 

・FDA 版の広告について ・認可前の機器に対するマーケティング活動では、「Pending 510(k), 

not available for sale within the United States.」を明記。 

・リサーチ版の広告について ・FDA の規制対象ではない。 

ラベリングに「For Research Use Only. Not for use in diagnostic 

procedures. 」を明記する。 

知財 ・CFD 社もビジネスモデル特許は持っておいたほうが良い。賠償

金の代わりに技術を狙われる可能性もある。 

・防衛特許としてビジネスモデル特許の出願を準備中。本事業で開

発した新しい技術を加えて、明細書まで作成完了している。 

技術・評価 ・iTFlow による評価がネガティブな場合、販促ツールにならない

懸念。その場合はどうするのか？ 

・iTFlow は国内で研究者等の口コミにより導入が広がっている背景

もあり、現状のところ評価がネガティブということはない。 

営業としては製品の評価だけでなく iTFlow を使った学術論文や

MRI 装置メーカーとの連携の強化も行った。 

その他事業化

全般 

・米国のインポーターを自社で設置するということになるとマー

ケティングはだれがするのか？ 

・また、米国市場においては、販売に先立ち、民間保険者との折

衝が不可避であることを理解し、交渉戦略を立てる必要がある。

医療機関へのアプローチ、メーカー（デバイス・MRI）との販売

協力の契約をどうするかも軽視できない。米国法人がないといろ

いろな面（サポート方法、代理店、で難しい。 

・新型コロナの影響で自社でのインポーターの設置は見送り、J 社

を代理店として販売を行う方針で調整を進めている。また他 2 社に

ついても検討中である。 
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(7）継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

特になし  

 

1.8 令和 3 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1）令和 3 年度の事業概要 

薬事について 

米国で進めている申請と並行してヨーロッパでの申請の準備を進め、2022 年夏を目途にヨーロッパでも申請、上 市の準備を進めていく。また FDA

の承認が得られ次第国内での医療機器化も進めていく。現在 FDA の申請は CD 媒体での販売をベースにしたもので提出しているが、今後ダウンロー

ド販売やオンラインのクラウドでの解析も対応できるように米国でのニーズに合わせて適宜変更申請をする予定である。クラウドベースのシステム

については、当社の別プロジェクトで開発が進行しているシミュレーション医療機器の中で薬事対応したシステムを開発中でありこれを組み込んだ

統合的なワークステーションを最終的には目指す。 

 

 

販路について 

来年度中に販売を開始した場合当初はアカデミックな需要がほとんどであると考えられ、次第に臨床での利用も拡大していくと予想する。特に小

児先天性、成人先天性の分野では 4D Flow MRI による血流解析の需要が大きく、まずはこの分野での研究者を対象に iTFlow を利用する下地を広げ

ておき、臨床での 4D Flow MRI の利用スタイルが確立したときに診断用のソフトウェアとして販路が広がることを目指す。 

現在米国 3 施設で iTFlow のリサーチバージョンが稼働しており、特に K 病院と C 大学では多用されており今後複数の論文や学会発表の成果が見

込まれる。これらの施設をもとに、米国でのアカデミックの利用を広げていく。 

FDA 承認後の販売代理店としては J 社と市場調査、販売方法、サポート方法の調整を進めている。営業方法としては J 社が主催する Webinar の利

用、MRI 装置メーカーからの紹介などを検討している。MRI 装置メーカーからの紹介は日本国内では有力な販路の一つである。米国では現場レベル

で撮像方法などのサポートは行っているものの、会社との営業の提携は進んでおらず、今後調整を進める必要がある。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社 Cardio Flow Design 

〒102-0082 東京都千代田区一番町 22-3 

電話：090-4215-3347/FAX:03-5215-5766/E-mail: info@cfd.life 

 

 

 


