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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 による血流情報を中心とした治療戦略策定を行うための包括的な情報を提供するシステムを開発す

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。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、非造影での拍動追跡が可能である。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い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で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。 

 

・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） 

 

 

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 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 2021年 3月 2021年 12月 

上市時期 2021年 9月 2022年 6月 

想定売上（上市後 3年目） 33.1億円／年（2024年時点） 5.6億円／年（2023年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 250億円／年（2024年時点） 950億円／年（2023年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 13.2％（2024年時点） 0.6％（2023年時点） 

  



 

4 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

4D Flow MRI からこれまで情報不足だった成人先天性心疾患に対して、複雑な解剖の心室容積、弁逆流

率、エネルギー損失といった治療戦略を立てる上で必要な情報を提供する。また動脈解離に対してもこ

れまで不足していた血流の情報を 4D Flow MRI により得ることができ、本システムが治療指針を決める

上で重要な役割を提供する。 
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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 

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 

 

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チアノーゼ製の疾患では合併症、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。 
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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 

・クラウドソフト 

・造影剤が必要だが心臓の拍動の解析が可能 

 

Gyrotools 社 GTFlow 

・Wall shear stress 解析不可 

・拍動追跡できない。 

 

 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 Gyrotools 

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 GTFlow 

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 

・クラウド or スタン

ドアローンソフトウ

ェア 

・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 

・心臓の解析は難し

い 

・対応機器少ない 

・Wall shear stress

解析不可 

・心臓の解析は難し

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 200万円 

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 
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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 

  心不全で腎機能の低下した症例で計測できる。 

 

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．エネルギー損失計測機能 

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。 

 

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 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

(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

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

（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
②	MRI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
⑤	MRI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
②	MRI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
⑤	MRI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

受託解析システムの確立
→クラウドシステムの確立に変更

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確立

装置間のValidation

海外申請準備・申請

市場調査

スキャンマニュアルの整備

学術調査

★

2021年3月
国内薬事申請

★

2021年9月
国内上市

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

★

2021年12月
海外薬事申請

★

2022年6月
海外上市
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.70 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 34.32 

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 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.70 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 34.32 

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：解析） 
－ － － － 105 2,825 38,000 97,650 194,650 318,050 

 ③ 国内・海外合計 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

支出額（単位：億円） 0.70 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 34.32 

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：解析） 
－ － － 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。 
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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” 

MRI メーカーとの連携を強化し、MRI 装置とのセット販売を行い、4D Flow MRI の土台を広げる。 

先天性心疾患および大動脈疾患では現状では血流解析モダリティが無く治療戦略の決定に課題がある。

4D Flow MRI の臨床上の有用性を学術面で示すことで 4D Flow の市場を拡大する。 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ PMDA 相談（2018 年 12 月 17 日@PMDA） 

成人先天性心疾患, 大動脈解離での 4D Flow の利用について 

・EL や流量計測の有用性は PMDA としても認識しており、臨床上の有用性を勘案した上である程度

曖昧なままでも認可されることがある。Validation に関しては CFD 社である程度知見があるので、それ

をもとに第三者に十分説明できるような準備をすること。 

 

クラウド解析 

・クラウド解析もあり。ただしオペレータ間の差異は十分に小さいことが必要。 

・プログラム医療機器は基本的にはほぼ自動ですべて行われ、人の手が介入するのは最低 

限のものである。 

 

臨床試験について 

・保険収載目指すなら完全に新規医療機器として臨床試験ないしは治験が必要。 

・最初から新規で目指す方法と、既存の MR 画像診断プログラムでまず承認を得てから臨 

床試験・治験を行うという 2 通りの戦略がある。 

・どちらが良いかはケースバイケース。蓄積したスタディのデータが治験に耐えうるクオ 

リティでない場合は無駄になるので、最初からきっちり治験のプロトコルに乗って進めた 

ほうが近道の可能性もある。 

 

 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） 

特許調査 

米国の調査会社で関連性がある特許を抽出した。4D Flow MRI, CFD を中心に血流解析に関連する特

許（Applied および Granted）を 111 件抽出した。この中から、特に心臓大血管領域の特許、4D Flow MRI

の技術に関する特許に絞って調査を進める。 

 

⚫ 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 

エネルギー損失など血行力学的な指標については論文化、教科書執筆などにより公知の技術となって

おり権利化は行わず、4D Flow MRI のクラウド解析を中心としたビジネスモデルに関して権利化を検討

する。 

また 4D Flow MRI の持つ画像のノイズの処理方法といった、血行力学指標を安定的に算出するために

必要なノウハウはブラックボックス化する。 

 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許権をどの程度侵害しているのかを精査し、必要に応じて、①差止め請求、②ライセンス料の徴収を

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 

下記のリスクを明確化した。 

① 各種ガイドライン適合化による開発コストの増大 

対策：各種記録作成を可能な限り自動化する方法の検討を進めた。またリサーチ版、医療機器適合版

を分けて開発することでこれまでと同様の小回りの効いた開発を可能とする。 
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② ビジネスモデル特許など要素技術以外での競合知財 

対策：コンサルを使った知財調査。 

 

③ 解析操作の複雑さからくるオペレータ間の誤差 

対策：AI の導入による操作の自動化。マニュアル、チュートリアル等の整備。 

 

 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

臨床における有用性に関するエビデンス：東京女子医科大学を中心として、これまでに先天性心疾患

40 例、大動脈疾患 16 例の解析を完了した。 

MRI 撮影方法・データに関する Validation:  

Validation のためのコンピューターシミュレーションの手法を大動脈解離および先天性大動脈疾患に

おいて確立した。今後 4D Flow MRI との比較検証を進めていく。また、撮影データのエラー処理検証の

ためのデータ収集、データ整理を完了した。今後、アルゴリズムの比較検証を進める。 

 

 

 

 4) 販売戦略等 

 

⚫ 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 

リブト株式会社が第二種製造販売免許を取得しており QMS 体制を構築している。 

 

⚫ 販売チャネル・広報・普及計画 

・学術活動、教育講演を中心とした啓蒙 

本事業代表の板谷は自ら学術的に 4D Flow MRI の臨床応用について発信を行っている。 
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多くの国内外の臨床研究をオーガナイズして論文を出している 

国際学会や国内学会や研究会で頻繁に講演に呼ばれ、血流解析の精度や意義、4D Flow MRI の臨

床利用方法を専門家に学術的に説明している 

・多施設共同研究を通じた啓蒙 

   国内外の研究施設に対して研究指導を行っており、我々のソフトウェアが必須のツールとなって

いる。こうした他施設共同研究を通じて臨床や研究のモデルとなる施設を増やし啓蒙を行ってい

る。米国ではコロンビア大学を中心に 4D Flow MRI の成人先天性領域、大動脈疾患領域での利用

の啓蒙を進める。 

・Web 広告によるチャネル拡大 

   海外から 4D Flow MRI などの検索により Cardio Flow Design 社 HP へアクセスが多くある。

Google AdWords や Facebook などの機能で 4D flow MRI など血流解析に興味を持っている医師

にピンポイントに広告を打つことで効果的に販路を拡大する。 

・学会、展示会でのチャネル確保 

   RSNAなどアメリカの主要な学会では昨年から4D Flow MRIなどの血流解析の特別セッションが

開催されるなど、血流解析の注目が急激に高まっている。こうした海外の学会などで展示会を行

い、上記施設を始めとしたモデル病院での運用方法を紹介することで販路を広げる。 

・MRI 装置メーカーを足がかりとしたチャネル確保 

   日本国内においてはすでにGE, シーメンスおよびフィリップスが大きな販売チャネルとなってお

り 4D Flow MRI の解析の要望のある施設に対して Cardio Flow Design 社の製品紹介が公に行わ

れており、Cardio Flow Design 社用の撮影プロトコルも各社で整備されている。上記施設および

上記メーカーの日本支社両方から本社へのコネクションを作り、販売チャネルを拡大する。 

 

 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 

①IEC62304 に適合した継続的な開発（ドキュメ

ントの陳腐化問題） 

②FDA、CEマーク取得 

①ドキュメント作成の体系化と自動化 

 

②コンサルを活用 

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 

① コンサル知財調査 

技 術 ・

評価 

①解析操作の難しさ 

②症例により誤差が大きい問題 

 

①AIによる自動化およびクラウド受託解析 

②MRI 撮影方法の validation と適切な補正アル

ゴリズムの開発 

その他

事業化

全般 

FDA認証を急ぐ 

CE マークを急ぐ 

国内はリサーチサポートサービスで行く 

特になし 
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1.6 2018年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

①PMDA 対面助言による治験相談で必要な臨床試験を明らかにする。②ソフトウェア試作を完成させる。③並行してリサーチ版ソフトウェアを共

同体内の医療機関で利用し、診療上の改善点を明らかにする。④海外市場獲得に向けアカデミアからとしては既導入施設にサポートし欧米からの学

会発表および論文報告を推進する。⑤ビジネスサイドからは SIEMENS, GE, Philips の 3 社とそれぞれ本ソフトウェア推奨の撮影プロトコルをマニ

ュアル化し連携強化を行う。MRI の撮影・解析マニュアルを各社で作成し欧米向けに無料配布し、装置と解析ソフトウェアの抱き合わせ販売を推進

する（MRI メーカーにより不可能な可能性もあるが、いずれにしてもこの点で、MRI メーカー間で競わせることを目論む）。 

 

(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 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) 2018年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

① 製品開発・評価 

1) 設計 

（Cardio Flow Design） 

MRIデータから○流れの可視化、○血流量計

測、○非造影拍動追跡と心臓ボリューム計測

(複雑な解剖を自動で処理)、○エネルギー損

失と WSS の計測、○レポーティングが可能な

ソフトウェアを設計する。 

ソフトウェアの仕様書、設計書等のドキュ

メントは IEC62304（JIS T 2034）など海外規

格に適合させるためコンサルを用いる。 

 PMDA 面談など薬事戦略の検討結果を反映す

る。ISO対応と、効率的にテストできる仕組み

を作る。 

セグメンテーションプロセスに関しては簡易

な CNNにもとづく deep learning を組みこむ。 

 

 

 

▶ 

【進捗 70％：○】 

1)設計 

(Cardio Flow Design) 

☑MRI 撮影後の DICOM 形式のデータから○流れの可

視化、○血流量計測、○非造影拍動追跡と心臓ボリ

ューム計測、○エネルギー損失と WSS(wall shear 

stress)の計測、○レポーティングまでのソフトウェ

アの一通りの機能を確認し Debug した。 

☑我々の開発環境から Doxygen を介して HTML base

での設計書への変換プロセスを確認。 

☑流量誤差の位相補正による影響を検討。 

☑レポーティング機能については心室容量計測や血

流量計測等の技術的な方針のみ検討済。 

☑パイロット解析のフィードバックを受けて 4D 

Flow MRI 解析を効率化させるための各種機能を実装

した。 

☑IEC62304 対応のためのコンサルと打ち合わせを

行い今後の方針を決めた。IEC62304 対応のドキュメ

ント整備の進捗は 5%。 

▶ 

 

1)設計 

(Cardio Flow Design) 

☑FDA に準拠したソフトウェアおよび受託解析

機能を網羅しているかどうかを確認。 

☑IEC62304 対応に向けたドキュメント整備。 

☑Software programing code の見通しをよくす

るための設計書を Doxygen主体に作成。 

☑不必要な code や関数の整理。Object 指向に

おける Class や Namespace の再整理。 

☑レポート評価項目は臨床研究結果により詳細

を決定。フォーマットのみの実相を行い、臨床

評価項目の導入は来年度移行に保留。 

☑Segmentation process の設計の強化。マスク

自動化工程の refinement。 

☑効果的に CNN, Deep learning を導入するため

の設計を検討。 

☑経験的な Segmentation process を serialに

つなげる。➡手作業の残る分の CNN 導入 
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2018年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

2) 試作 

（Cardio Flow Design） 

 各医療機関で実地テストを行いバグ修正と

ユーザーインターフェースのブラッシュアッ

プを行うことを目的とした試作を行う。設計

が終わった箇所から適宜試作を開始する。ソ

フトウェアコードはクラスごとまたは関数ご

とに設計と試作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑Segmentation process の自動化実装、主に CNN 

(Convolution Neural Network)による Deep Learning

導入に向けて情報収集と人材の雇用を行った。 

 

 

 

 

2)試作 

 (Cardio Flow Design) 

☑全国 20施設でのリサーチ版の配布および、各施設

での MRI データを用いて一通りのソフトウェア機能

(血流量計測、非造影拍動追跡と心臓ボリューム計

測、エネルギー損失と WSSの計測)の実装を確認。 

☑位相補正に関してサンプルデータでの実相を行

い、Software に組み込みを完了。 

☑Segmentation process に SSFP (steady state free 

procession)cine MRI のみでなく位相コントラスト

法による影響、位置ずれを検討。 

 

(Cardio Flow Design および獨協医科大学) 

☑パワーポイントを用い動画を張り付けた臨床レポ

ートを試作。慢性大動脈解離では解離腔、entry, 

reentry, 腹部分枝を含めた flow map を作成。 

 

(Cardio Flow Design および東京女子医科大学、

国立循環器病センター、東京医科歯科大学) 

☑成人先天性心疾患では左心系、右心系の心室容積

とその変化、弁膜症での逆流量の定量、心拍出量の

定量、エネルギー損失の定量、WSS の分布の表示な

どをもとにレポートを試作。 

 

 

 

 

 

 

☑CNN 導入に際して、MATLAB や Python等でキッ

ト化された各種 toolの有効性の検証。 

☑Segmentation が位相コントラスト法のデー

タにどの程度依存するかを検証。 

ソフトウェアに dll の組み込みを行った際の

program code の見通しの評価。 

 

2)試作 

 (Cardio Flow Design) 

☑Segmentation processの自動化のための既存

の複数の関数の serial な組み合わせの試作お

よびテスト実装。 

☑磁場のムラのある MRI画像における局所閾値

設定の見直(Otsu Algorism 等)。 

☑CNN を導入するべきプロセスの検討およびテ

スト実装。 

☑動画やグラフ、流量パップが張り付けられた

レポートを自動生成するための Software 機能

の追加。 

☑MRI 装置メーカー各社でのデータ特性を見極

め、画像 orientation や smoothing を装置特性

に合わせて自動補正する機能の試作。 

本解析のためのクラウドシステムの試作。クラ

ウドデータの Upload, Download の機能の確認。 

 

(獨協医科大学、東京女子医科大学、国立循環器

病センター、東京医科歯科大学) 

☑大動脈慢性解離に対して外来診療および追加

科料について見通しのたつ 4D flow MRI レポー

トの試作作成(獨協医科大学) 

☑成人先天性心疾患での診療において、データ

スキャン及び解析を重視した放射線科の観点か

ら(東京女子医科大学)、外来診察および疾患の

予後の見通しを重視した小児循環器科の観点か

ら(国立循環器病センター)、手術加療を行う際

の見通しを重視した心臓血管外科の観点から
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2018年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 

 

 

 

3) ソフトウェア機能のテストとリファインメ

ント（Cardio Flow Design） 

 ソフトウェアの品質を保証し、医療機器と

しての規格に対応するためにテストとリファ

インメントを行う。テストとリファインメン

トは○プロトコルの作成、○関数単位のテス

ト、○症例解析でのパフォーマンスおよび安

定性テスト、○リファインメントという段階

をわけて進める。今年度は○プロトコルの作

成まで行う。プロトコルはテストの工程の要

件定義を行い明確にすることで品質を確保す

るために作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）ソフトウェア機能のテストとリファインメント

（Cardio Flow Design） 

☑獨協医科大学(MRI装置SIEMENS Healthineer)での

慢性大動脈解離症例 15例を解析。 

☑京都府立医科大学(MRI装置SIEMENS Healthineer)

での成人先天性心疾患症例 40 症例を解析。 

☑ソフトウェアに組み込まれる個別の関数単位での

実施テストを施行し、ソフトウェアの演算処理につ

いて効率的なプロトコルを作成した。 

☑テストレポートフォーマットを作成し、本ソフト

ウェアでの慢性大動脈解離および成人先天性心疾患

での診断上の有効性の検証を開始した。 

 

（獨協医科大学） 

☑慢性大動脈解離症例において解析を実施し、偽腔

流量、真腔流量、Entry、Reentry、腹部分枝の flow 

map を行い、その後の予後および治療効果に関する

有用性を検証し論文発表を行った。 

 

(Cardio Flow Design および東京女子医科大学) 

☑Philips Healthcare の MRI 装置のユーザーである

東京女子医大にソフトウェアをインストールし、す

でに同大学で使用されている解析ソフトウェア GT 

Flow (GyroTools)とのソフトウェアの機能の比較検

証を行った。 

 

(京都府立医科大学) 

☑成人先天性心疾患の右心系血行動態が問題となる

症例としてファロー四徴症心内修復術後 50 年を経

過した肺動脈弁逆流から右心不全をきたした症例で

の再手術前後での 4D flow MRI の解析を実施し、そ

の結果を臨床経過とともに論文報告した。 

(東京医科歯科大学)意義のある診療のための

4D flow MRI レポートを試作。 

 

 

3) ソフトウェア機能のテストとリファインメ

ント（Cardio Flow Design） 

☑セグメンテーション機能の完全自動化を目指

して上記設計に基づき作成されたプロトコルを

複数通り組み込み、症例データを用いてテスト

実装し最適化を行う。 

☑CNNに関する dllをソフトウェアに組み込み、

ソフトウェア演算実施時間の最短化を目指す。 

☑過去の大動脈慢性解離症例 15 例および成人

先天性心疾患 40解析を Deep learningの教師デ

ータとしていったん用い、過去の解析が最適化

されているかどうかを確認し、ソフトウェアの

各関数へのフィードバックを行い、レファイン

メントに用いる。 

☑各種装置メーカーが各種装置のバージョンを

抱えており、各々の措置での撮影データをコン

ソーシアム内および事業化された受託解析例を

もとに並べ、入力データ、演算処理、出力デー

タが均質化されているかどうかの確認作業を行

う。 

 

（獨協医科大学） 

☑慢性大動脈解離症例においてできるだけ多数

例での解析を実施し、flow map から疾患の予後

に関連する予測因子や、追加治療の際の見通し

を立てるうえで必要な指標などを検証し、論文

発表を行ったうえでエビデンスを基盤としたレ

ポートを作成する。 

 

（東京女子医科大学） 

☑ 成人先天性心疾患症例においてできるだけ

多数の症例数でスキャン及び解析を行い、放射
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4) 受託解析システム確立 

（Cardio Flow Design） 

 受託解析のための分担機関とのデータ受渡

方法を確立する。また解析する人材の育成を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各々の疾患において、有用性の検証を行うための血

流動態の評価項目の洗い出しを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）受託解析システム確立 

（Cardio Flow Design） 

☑GE Healthcare 社、SIEMENS Healthineer 社、

Philips Healthcare 社との協業を通じ、本ソフトウ

ェアで解析を施行するための 4D flow MRI およびマ

ルチスライス SSFP Cine のシーケンスを導入。担当

者を各社に決め、撮影時に各施設に撮影パラメータ

等の情報提供する体制を構築。 

☑リサーチサポート版のソフトウェア導入サイトお

よびお問い合わせをいただいた医療機関からのテス

トトライアルデータでの解析を実施し、どのサイト

でも解析が可能であることを確認した。 

☑サンプルデータの受け渡し方法を規定化した。 

☑受託解析のための人員を確保した。 

☑一般のクラウドであるGoogle driveを通じての受

託が可能であることを確認した。 

 

(獨協医科大学) 

☑大動脈慢性解離および成人先天性心疾患での研究

目的の PPTレポートを数十例作成した。 

 

(京都府立医科大学) 

☑健常ボランティア 20名の解析を実施し、右心系、

左心系に分け、心室容積、心機能、心臓弁機能、心

線技師と放射線科医が診断を共有できるレポー

トを作成する。また各診療科がわかりやすく使

える方法を検証する。 

 

(国立循環器病センター、東京医科歯科大学) 

☑ 成人先天性心疾患症例においてできるだけ

多数の症例数での解析結果を通じて、疾患の予

後を見据えたうえでの外来および入院加療(国

立循環器病研究センター)、再手術の際の手術の

適応や戦略について(東京医科歯科大学)有効性

を得られるようなレポートの検証を行う。 

 

4) 受託解析システム確立 

(Cardio Flow Design） 

☑本解析のための専用のクラウドシステムを構

築する。 

☑クラウドのセキュリティ強化をはかる。 

☑DICOM 形式ファイルの中で Data Upload の際

に個人情報を delete できる機能をクラウドに

組み込む。 

☑Uploadされたデータから MRI装置のバージョ

ンなどの手がかりをもとに撮像データの

Quality Control を測る仕組みを構築する。 

☑臨床研究成果をレポート内容に組み込む。 

☑解析者の育成・教育のシステムを構築し、解

析の人材の経験値に依存しない再現性の高いマ

ニュアル作成に取り組む。 

 

(Cardio Flow Design と獨協医科大学) 

☑慢性大動脈解離において血管疾患の生命予

後、血管のリモデリングにかかわると想定され

る情報を十分に組み込んだレポートを作成。 

☑慢性大動脈解離においてステントグラフトや

待機的な手術加療を行うにあたり十分なガイド

となるべき Flow mapを作成し掲載する。その際

コンソーシアム内の臨床施設からのフィードバ
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5) MRI撮影法の Validation 

（Cardio Flow Design） 

 実計測系との比較として左心内の超音波カ

ラードプラ計測との比較、また計測誤差やノ

イズの quality 評価として数値流体シミュレ

ーションの理論値との Validation を行う。今

年度は Validation メソッドの構築を行い、次

年度以降複数症例で Validation 実験を行う。

カラードプラ計測との比較は 2Dの MRI血流解

析で算出されるエネルギー損失、運動エネル

ギーの比較検証を目的とする。比較検証結果

は MRI 画像処理の最適化にフィードバックす

る。 

 

拍出量、流線、断面再構築画像、エネルギー損失、

WSS に関して通り一遍吐き出し、レポート作成を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）MRI撮影法の Validation 

（Cardio Flow Design） 

☑健常大動脈において数値流体との Validation は

収縮期の Peak 時相において健常健常ボランティア

および小児大動脈疾患 1例ずつで実施し、良好な相

関をえた。 

☑WSS に関して複数通りの計算方法を実装し、比較

検討をする準備を行った。 

☑超音波カラードプラデータとの比較を行う準備と

して、超音波カラードプラを binary data から入手

するスキームを確立し、ドプラデータの特性を検証

し、必要なスムージングパラメータを同定した。 

超音波カラードプラから心内渦流を可視化するソフ

トウェアである VFM (Vector Flow Mapping)を実装

し事業化した。 

 

(京都府立医科大学) 

☑健常ボランティア例において、右心系、左心系の

Masking を Free Breath および Breath Hold で撮影

し、位相コントラスト法と SSFP Cine との位置ずれ

の程度が数 pixel以内であることを検証した。結果、

呼吸同期の得られない装置であっても Free Breath

での撮像が有意義であることを検証した。 

☑健常ボランティア例においてFrame rateが与える

流量への影響を確認し、最低でも 14-15 frame ある

ックを得る。 

（Cardio Flow Design、東京女子医科大学、国

立循環器病研究センター、東京医科歯科大学） 

☑成人先天性心疾患での心機能や生命予後を十

分推定できるようなレポートを吐き出す。 

☑治療歴のある患者ではステントデバイスやコ

イルなど磁場に影響を与える治療を行われた患

者も想定されるため、コンソーシアム内でこの

ような患者のデータを入手し、磁場への影響お

よび解析への影響を検証する。 

 

5) MRI撮影法の Validation 

(Cardio Flow Design) 

☑慢性大動脈解離や大動脈瘤などの大動脈疾患

でできるだけ多数で大動脈内血流と CFD解析を

行い、疾患例でも良好な相関や Flow pattern

の 類 似 が 再 現 さ れ て い る か ど う か を

validation する。 

☑先天性心疾患の肺動脈内血流、Fontan循環で

の血流を 4D flow MRI で得られたものと CFD解

析で得られたものとの比較検討を行う。 

☑MRI の voxel size, slice 幅が流量推定にお

いて与える誤差に関して CFD との比較検証を通

じて validation する。場合によっては slice

幅と面内pixel sizeが均等になるように撮影パ

ラメータを調整したほうが、解析結果が robust

になるかどうかを検証する。 

☑SSFP Cine シリーズでの壁面の追跡制度を超

音波 B mode 画像と比較検証する。 

☑拍動血流の全時相での validity を確認する

ために FSI(Fluid Structure Interaction、流

体構造連成解析)での CFD 解析結果と我々の拍

動追跡との比較を行う研究の準備をする。 

☑壁面での画像解像度の影響を受けやすい WSS

の速度勾配算出アルゴリズムを複数通り試し、

CFD解析上の WSSとの比較検討を行う。 
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2018年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

ことが流量 peak をとらえるうえで必要であること

を確認した。 

 

☑エネルギー損失に関しては空間解像度の影響

を受けると想定されるため、CFD、超音波 VFM

との validation を行う。 

 

②臨床研究 

1) 体制構築 

（Cardio Flow Design） 

 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、東京医科歯科大学がス

タンドアローンで解析できるようにリサーチ

版ソフトウェアを配布する。またクラウド解

析を行うための体制（Cardio Flow Design 内

での解析環境の整備、解析人員の教育）を構

築する。リサーチ版の配布は製品版試作が可

動するまでのつなぎとして早期にソフトウェ

アの仕様や出力項目等に問題がないか確認す

るために行う。 

 

（東京女子医科大学） 

 先天性心疾患における臨床研究の体制づく

りを行う。Cardio Flow Design 社とのデータ

共有方法、開発へのフィードバック方法など

取り決めを行い(2018年 11月)、まずはソフト

ウェアの導入から始め(2018 年 12月)、倫理委

員会の承認(2019 年 3 月)、撮像プロトコルを

確定する(2018年 12月)。 

 撮影プロトコルは解析する部位に解析に必

要なデータを決め、詳細なプロトコルはメー

カーごとまたは機器ごとに決定し、施設間で

プロトコルを共有する。 

 

（獨協医科大学） 

 大動脈疾患における臨床研究の体制づくり

を行う。本施設では既にソフトウェア導入、

倫理委員会の承認、撮影プロトコル導入が済

んでいる。本年度は加えて Cardio Flow Design

▶ 

【進捗 20％：△】 

1）体制構築 

(Cardio Flow Design) 

☑獨協医科大学、東京女子医科大学でリサーチ版の

インストールが完了し、スタンドアローン解析環境

およびクラウド解析環境が確立した。 

☑ソフトウェア設計および改良のためのエンジニア

を雇用し教育を行った。 

☑クラウド解析のためのエンジニアを雇用し教育を

行った。 

☑Validation を行うために流体解析の専門家をエ

ンジニアとして雇用し教育を行った。 

☑プログラムコードの整理、クラウド解析には人手

が必要であることから数値計算を中心とする理工学

系の大学生及び大学院生のアルバイトを雇用する仕

組みを作り、教育した。 

☑環境構築にあたり実解析を 16 例行あい、クラウド

解析の問題点の洗い出しを行った。 

☑解析者間の計測誤差が MRI 撮像データのクオリテ

ィに依存することを確認した。 

 

(京都府立医科大学) 

☑心臓血管外科・循環器内科・放射線科・小児科か

らなる成人先天性ハートチーム主導での臨床研究を

行うことについて、倫理委員会の承認を得た。 

☑解析のためのプロトコルづくりを行い、大学院生

を教育しながら Segmentation、パラメータ抽出につ

いて臨床例での解析の実装を行った。 

 

(東京女子医科大学) 

☑放射線科主導で成人先天性心疾患に関して 4D 

flow MRI での臨床研究について倫理委員会の承認を

▶ 

 

1)体制構築 

(Cardio Flow Design) 

☑Quality Control 目的にコンソーシアム内臨

床施設の撮影データの収集。Quality評価 

☑コンソーシアム内各臨床施設でのオンサイト

解析結果と社内受託解析結果との照合。ソフト

ウェアの再現性および受託解析の質の向上。 

☑コンソーシアム内臨床施設での臨床医や放射

線技師の解析データを CNN教師データとして使

用し臨床研究体制の強化を図る。 

☑Validation データから得られた Software 

update に伴い臨床研究結果の変更や更新が速

やかに進むようなソフトウェア設計の構築。 

☑受託解析マニュアルの作成および更新。 

☑複数名の解析者間での誤差評価。およびコン

ソーシアム内臨床施設との情報共有。 

☑コンソーシアム内臨床研究施設でのデータベ

ースの作成。 

 

（東京女子医科大学） 

☑Quality Control のために MRI撮影 Dataに影

響している因子の特定。 

☑Data Quality および解析結果を最適化する撮

影方法の改良、およびコンソーシアム内施設と

の情報共有。 

☑ソフトウェアインターフェースに関するフィ

ードバック。 

☑競合他社ソフトウェアとの比較検討。 

☑成人先天性例における多数例での解析。大動

脈基部疾患、単心室疾患、右心系疾患、その他

特徴的な解剖を有する疾患群での評価項目の再
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社とのデータ共有方法、開発へのフィードバ

ック方法など取り決めを行い、円滑に開発を

行うための体制を構築する(2018年 11月)。 

 

（国立循環器病研究センター、東京医科歯科

大学） 

 パイロット解析および次年度以降に行う本

解析に向け、倫理委員会の承認（2019年 3月）、

院内での撮影プロトコルの整備（2018 年 12

月）、ソフトウェアの導入（2018 年 12 月）を

行う。 

 撮影プロトコルは解析する部位に解析に必

要なデータを決め、詳細なプロトコルはメー

カーごとまたは機器ごとに決定し、施設間で

プロトコルを共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得た。 

☑撮影方法の検討を開始した。本施設では Philips

装置を用いているが、データによるクオリティの差

が大きく、撮影方法や装置による差異が顕著である

可能性が示された。 

☑Competitor である GT flow (GyroTools 社)を用い

た解析と比較検討した。また Circle 社の製品と比較

を行った。 

 

（獨協医科大学） 

☑心臓血管外科医主導で慢性大動脈解離において臨

床研究を行うことに関して倫理委員会の承認を得

た。 

☑大動脈疾患のための4D Flow撮影方法を確定した。 

 

（国立循環器病研究センター） 

☑小児循環器医を主導とする成人先天性心疾患を対

象とした臨床研究の体制を整備し、臨床例について

洗い出しを行った。 

 

（東京医科歯科大学） 

☑心臓血管外科医主導の成人先天性心疾患を対象と

した臨床研究の体制を整備し、臨床例に関して洗い

出しを行った。 

 

(本八幡クリニックおよび飯田橋心臓画像クリニッ

ク) 

☑クラウドベースの解析のために画像クリニックに

患者さんを紹介するだけで 4D flow MRI がスキャン

し受託にかけられるように協力体制を構築した。 

 

 

 

 

 

 

検討。 

☑成人先天性心疾患に関する 4D flow MRI 解析

レポートフォーマットの構築。 

☑心臓放射線に関する各種学会、研究会内での

本ソフトウェア、受託解析システムの周知。 

 

（獨協医科大学） 

☑大動脈疾患特有の撮影方法のレファイメント

およびフィードバック。 

☑慢性大動脈解離での大動脈血流の Flow map

を描くための効率化。 

☑大動脈慢性解離に関する 4D flow MRI 解析レ

ポートフォーマットの構築。 

 

（国立循環器病研究センター） 

☑小児循環器科としての臨床研究を開始するた

めの倫理委員会の承認。 

☑オンサイトソフトウェアおよび受託解析シス

テムの導入。 

☑成人先天性心疾患の臨床像、生命予後、生活

の質、合併症と 4D flow MRI を通じて得られた

各種血行動態パラメータとの比較検討。 

☑コンソーシアム内で決定したレポートフォー

マットの臨床現場からのフィードバック。 

 

（東京医科歯科大学） 

☑心臓血管外科としての臨床研究を開始するた

めの倫理委員会の承認。 

☑オンサイトソフトウェアおよび受託解析シス

テムの導入。 

☑成人先天性心疾患の手術適応、術後生命予後、

再手術会費率と 4D flow MRI を通じて得られた

各種血行動態パラメータとの比較検討。 

☑コンソーシアム内で決定したレポートフォー

マットの臨床現場からのフィードバック。 
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2) パイロット解析 

（Cardio Flow Design） 

 製品の仕様に問題が無いか確認し、アウト

プット項目などをブラッシュアップするため

にパイロット解析を行う。パイロット解析は

症例の半数程度を各医療機関で解析しソフト

ウェアのフィードバックを受け、半数程度を

クラウド解析で行いクラウド解析の問題点を

明らかにする。 

 

（東京女子医科大学） 

 パイロット解析を行う。臨床現場での解析

はソフトウェアの実地試験と各疾患でのソフ

トウェアの有効な利用方法の確立、病院内で

効率よく運用するノウハウづくりを目的とす

る。成人先天性心疾患を疾患ごと(○Fallot 四

徴症類縁疾患修復後右室流出路・肺動脈弁狭

窄および逆流症例、○右心バイパス例、○左

室流出路・大動脈基部・大動脈弓成人先天性

例）にまずは数例の解析を行う。 

 同研究施設では海外製品を用いた 4D flow 

MRIの解析の実績があり、海外製品との比較検

証の中でユーザーの満足度をより高めるよう

にユーザーインターフェースの改良点や機能

などに関してソフトウェア開発へフィードバ

ックを行う。 

 

（獨協医科大学） 

 大動脈疾患において 3 例程度を目標にパイ

ロット解析を行う。解析に必要な項目を取捨

選択しソフトウェアのレポーティング開発機

能に役立てるために慢性大動脈解離のレポー

トフォーマットを作成する。また海外でのソ

フトウェア普及を促進するためにレポートフ

ォーマットは日本語および英語版で作成する

 

 

2) パイロット解析 

（Cardio Flow Design） 

☑新規ソフトウェア導入施設の核施設でのテストデ

ータの解析を行い、ＭＲＩ装置の機種に依らず一通

りの解析が実施可能であることを確認した。 

 (京都府立医科大学) 

☑健常ボランティア 20例での解析を行い、左心系と

右心系での心室容積、流線、心拍出流量、弁通過血

流、血流エネルギー損失、WSS について解析及び表

示し、各パラメータでの相関関係を検証した。 

☑成人先天性心疾患に関して 29症例で 40 回の撮像

を実施し、すべての症例で右心系および左心系のデ

ータの解析を行った。 

☑特徴的な症例であるファロー四徴症修復術後の肺

動脈弁逆流症における肺動脈弁置換術の術前後での

解析を行い、本ソフトウェアの臨床上の有用性を確

立するとともに論文に発表した。 

 

(東京女子医科大学) 

☑ソフトウェアの導入が完了し、4 例の先天性心疾

患のテスト解析を行った。 

 

（獨協医科大学） 

☑15 例での慢性大動脈解離症例でのスキャンおよ

び解析を行った。 

☑オンサイトソフトウェアでの解析と受託解析での

比較を行った。 

☑一例の解析例において解離腔と真腔の Flow map

を行うことが疾患の予後の見通しや治療戦略を明確

にすることを発見し論文に発表した。 

 

（国立循環器病研究センター） 

☑2 例でクラウド解析を実施し、解析が問題なくで

きることを確認した。 

 

2) パイロット解析 

（Cardio Flow Design） 

☑ソフトウェア設計およびソフトウェア内の各

演算プロセス、関数やクラスなどの設計に無理

がないかどうかの最終検討。 

☑パイロット解析データのデータベース構築と

そのセキュリティシステム構築。 

☑クラウドサービスのためのデータ管理システ

ム構築。 

☑受託解析の解析者の育成 

☑解析者間誤差(Intraobserver)の評価および

コンソーシアム内臨床施設との情報共有。 

☑解析者間内誤差(Interobserver) の評価およ

びコンソーシアム内臨床施設との情報共有。  

 

(東京女子医科大学) 

☑放射線診断学としてのレポーティングシステ

ムの構築、および論文報告。 

☑同一症例に関して同一撮影データを用いた競

合他社との解析の比較。 

☑成人先天性心疾患のレポーティングを目指し

た疾患の分類およびコンソーシアム内臨床施設

との情報共有。 

☑多数症例での疾患ごとの診断意義および評価

するべき項目についてのエビデンスの構築。 

☑成人先天性心疾患に関する 4D flow MRI の診

断意義に関する論文報告。 

 

（獨協医科大学） 

☑パイロット解析を通じてのソフトウェア設計

およびレポートフォーマットへのフィードバッ

ク。 

☑多数解析症例を通じての大動脈慢性解離での

生命予後および治療戦略に関する有効性の検

討。および論文報告。 
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(2019年 3月)。 

（国立循環器病研究センター、東京医科歯科

大学） 

 次年度以降の本解析に向けてパイロット解

析(○Fallot 四徴症類縁疾患修復後右室流出

路・肺動脈弁狭窄および逆流症例、○右心バ

イパス例、○左室流出路・大動脈基部・大動

脈弓成人先天性で数例ずつ）を行う。パイロ

ット解析を通じて解析方法の問題を明らかに

し、本解析のための解析方法を確定する。ま

た Cardio Flow Design社とのデータ共有方法、

開発へのフィードバック方法を確立する。特

に同施設は心血管に関して数値解析やモック

を用いた血流解析のノウハウがあり、3D 画像

処理や解析作業の効率化に関する知見を得る

ことを目的とする。 

 

 

 

（東京医科歯科大学） 

☑未実施 

 

(本八幡クリニックおよび飯田橋心臓画像クリニッ

ク) 

☑本八幡クリニックで 4例、飯田橋心臓画像クリニ

ックで 2 例の撮像が行われ、解析が行われた。 

 

(国立循環器病研究センター) 

☑コンソーシアム内で決定したレポートフォー

マットに従って多数例のパイロット解析を行

い、生命予後、合併症などとの関連についてエ

ビデンスを構築する。結果を論文報告する。 

☑治療戦略の決定に際しては従来の同施設で行

ってきた 3D プリンタによるシミュレーション

と比較して 4D flow MRI の特色をより明確にす

る。 

 

(東京医科歯科大学) 

☑コンソーシアム内で決定したレポートフォー

マットに従って主に再手術介入例を中心に多数

例のパイロット解析を行い、手術適応、再手術

回避の血流動態因子との関連についてエビデン

スを構築する。結果を論文報告する。 

 

③ 薬事戦略 

1) 薬事相談（PMDA） 

（Cardio Flow Design） 

 申請区分、試験のプロトコルを明確にする

べく、PMDA との薬事相談を開始（2018 年 12

月）。薬事業務は外注する。 

 

▶ 

【進捗 5％：△】 

1) 薬事相談 

(Cardio Flow Design、リブト株式会社) 

☑PMDAで全般相談を行った 

 ・Heartflow とは別物との見解。対象部位が違う

のと、既に臨床的な裏付けのある FFR値を見て

いる点が違う。 

・保険収載を狙うなら新規医療機器となる。 

・臨床試験が必要か否かは、使用目的、臨床的な

アウトカムをどうするかで変わる。 

・まずは、これまでの取組（目的、効果）を整理

して見せて欲しい。それを踏まえて、次の面談

をアドバイスしてくれる。 

☑国内において最初から治験を行い新規医療機器の

申請を目指すことは、非常に時間と労力とお金

の無駄であると考え、国内では当面リサーチ、

サポートビジネスのみを展開するものとし、FDA

を取る戦略に切り替えた。 

▶ 

 

1) 薬事相談および準備 

(Cardio Flow Design、リブト株式会社) 

☑当座国内では薬事承認を得ないでリサーチサ

ポートサービスとして展開し続ける方針。 

☑一方で海外進出に関しては FDA申請を先行、

続いてＣＥマークの認可を得る方針。 

☑FDA 承認またはＣＥマークを得た過去の類似

医療機器の事情調査。 

☑FDA 審査のための社内体制構築。 

☑FDA 承認またはＣＥマーク経験のある国内医

療機器メーカーからの情報収集。 

☑コンサルを使いながら FDA 申請を行うための

準備を進める。 
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④ 知財戦略 

1) 体制構築 

（Cardio Flow Design、リブト株式会社） 

 知財管理を行うために体制を構築し、知財

契約を結ぶ。 

 

 

 

 

 

2) 戦略検討（新しい知財） 

（Cardio Flow Design、リブト株式会社） 

 開発の進行に伴い重要な知財が生まれた場

合には必要に応じて知財戦略を検討するが、

現状は足かせになる危険を考慮し特許申請は

行わない。 

 

▶ 

【進捗 10％：△】 

1)体制構築 

(Cardio Flow Design、リブト株式会社) 

☑二社間で知財の打ち合わせを行い、方針を検討。 

☑知財の権利および持ち分を相談。 

☑現在事業化の妨げになっている東京大学 TLOとの

権利交渉の申し出をリブト株式会社から行った。 

☑京都府立医科大学知財部との相談。本ビジネスモ

デル特許は職務発明に当たらないという見解。 

 

2)戦略検討 

(Cardio Flow Design、リブト株式会社) 

☑国内に関しては特許なしで事業化 

☑海外展開に際してはビジネスモデル特許を防衛的

に出願(PCT出願➡米国、欧州への権利移行)。 

☑海外に拠点を置く Competitor たちの特許内容を

確認。 

☑東京大学 TLO に新規特許申請への干渉を行わせな

いための戦略を有識者と相談した。 

▶ 

 

1)体制構築 

(Cardio Flow Design、リブト株式会社) 

☑二社間での知財に関する契約締結。 

☑PCT 出願、承認、各国移行への手続きの間の

事業戦略の決定。 

☑海外他社からの知財の攻防戦に対する準備。

コンサルの利用。 

 

 

2)戦略検討 

(Cardio Flow Design、リブト株式会社) 

☑ビジネスモデル特許内に含む知財の事項の決

定(非造影拍動追跡、オンサイトソフトウェアと

クラウドとの二本立てサービス、MRI スキャン

との連動、疾患のなど) 

☑競合特許との差別化の明確化。 

☑東京大学 TLO に対しては海外事業展開に干渉

させないような交渉を行う。 

☑臨床上の有用性に関してはできるだけ多く論

文化。➡Competitor からの干渉を回避。 

 

 

⑥販売戦略 

1) 市場調査 

 大動脈解離および成人先天性疾患に関して

販売予定地域（国内・アメリカ・ヨーロッパ）

における症例数、手術件数などから市場調査

を行う。市場調査は AHA や日本循環器学会な

どの発表および近年の論文発表の動向を監視

する。市場調査は事業年度中、継続して傾向

の変化を追う。 

 

2) MRIメーカーとの連携強化 

MRI メーカーとのタイアップでの営業が効果

的であり、新規装置購入を検討している施設

▶ 

【進捗 20％：△】 

1)市場調査 

☑学術論文の報告数、臨床研究施設数、疾患の発生

頻度、症例数などから市場を割り出す調査を行った。 

☑海外 Competitor である製品や企業の現状に関す

る調査を行った。ソフトウェアの機能や臨床研究の

現状の把握に努めた。 

 

 

 

2）MRIメーカーとの連携強化 

☑国内においては SIEMENS Healthineer, Philips 

Healthcare, GE Healthcare と協力関係を構築。ス

▶ 

 

1）市場調査の継続 

☑大動脈解離、成人先天性心疾患において米国

欧州の臨床施設での 4D Flow MRI 普及率および

解析ソフトのシェアを調査。  

→方法：国際学会のランチョンセミナー・展

示ブースでアンケートを実施(施設名、

4DFlow の経験の有無、興味のある疾患、使

用しているソフトウェア等) 

 

 

2) MRIメーカーとの連携強化 

☑ 装置メーカー各社との解析プロトコルの英
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を各社 MRI メーカーから紹介いただき、アメ

リカ、ヨーロッパの海外施設に関してはまず

はリサーチサポート版からの導入で足がかり

をつかむ（今年度は 2019 年 3 月までに国内 2

施設、海外 1施設を目標）。連携体制強化と効

率化のために MRI メーカー各社での顧客向け

の推奨撮影方法マニュアル作成と解析のノウ

ハウのマニュアル化を行う。 

キャンプロトコルと情報提供のルートを作成。 

☑日立製作所との協業について協議を開始。 

☑国内において 2018 年度 10～１月までに MRI メー

カーを通じて 3 施設にリサーチサポート版を紹介し

た。またシーメンス主催の研究会でデモを行った。 

 

文での文書化。 

☑各装置メーカーの米国、欧州での販売代理店

との協力体制の構築。 

☑日立製作所のデータ読み込み、解析について

同社からの情報提供。日立対応版ソフトウェア

の検討。 

☑英語版撮像マニュアルを文書および動画で作

成。 

☑装置メーカーから販売チャネルに関する情報

を収集。 

 

 

(4) 2018年度の到達点（総括） 

各連携医療機関において、大動脈解離例と成人先天性心疾患例、健常ボランティアなど約 70 例解析し、臨床研究の基盤を構築するとともに、再現

性を持った診断ツールとして臨床利用に耐えることを検証した。またこれらの解析を通じて MRI 装置とソフトウェアとの連結、クラウドサービスに

よるレポート返却サービスなどの基礎を確立し、ビジネスモデルとしての全貌を構築した。同時に技術面での課題として、解析プロセスにかかる人

的コストの問題と MRI の精度が解析に及ぼす問題が明らかになった。また薬事に関しては伴走コンサルでの指摘を受け海外のみに注力する方針転換

を行い、IEC62304 へのソフトウェアの対応のための社内マニュアルを整備した。 
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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 

 

 
  

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。 △一部
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。 △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。 △一部

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。 △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。 ×不十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
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) 2018年度補助事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

事業体制に関して当初計画の通りで問題ないと考える。 

 

 2) 事業の進め方 

論文ベースの公知技術のみ使って開発を進めているので知財に関しては特に対応は必要ないと考えてお

り、知財に関する知識や経験が不足していた。伴走コンサルでの指摘を受けてから知財の計画に関して

見直しを行い、初動が遅れてしまったため、知財に関しては専門家の意見を取り入れた上で当初の事業

計画を立てるべきであった。 

また海外薬事計画に関しても、国内＋海外で申請を行う縛りがあると認識に間違いがあった。本来海外

展開を行う上で国内での薬事申請は必要なかったため、薬事戦略の見直しが発生して時間をロスしてし

まった。 

 

 3) その他 

計画書の初期段階で多くの時間を使ってしまい事業のスタートが遅れた点。特に事務的な処理に関して

正確に効率よく行う環境を早めに用意すべきであった。 

また、新たに雇用した技術者、アルバイトに関して想定よりも教育にかかる時間的なコストが大きく開

発にかけられるコストが相対的に小さくなった。余裕をもったスケジュールの見積もりを行うべきであ

った。 
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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 

変更点なし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

変更点なし   

事業化体制 変更点なし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

国内申請を行ってから海外申請を行う。 海外申請を先に行い国内申請は行わないこ

ととした。 

次年度以降の計画を行うために 2018 年度に

「FDA 情報収集」を追加した。 

伴走コンサルの指摘を受けて海外での知財

戦略を追加し、ビジネスモデル特許を防衛的

に検討するために必要な実施項目を加えた。 

海外展開をする上で、国内で申請を行う必要

性が無いため。また新規医療機器として申請

する場合、アメリカでの申請から行ったほう

がスムーズなため。 

 

(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 FDAが通ったものに関しては日本独特の事情に勘案して評価が必要

な場合を除きそのまま PMDA にも通すことが可能。FDA から PMDAの

流れのほうがよい。アメリカでは Arterys がすでに FDA APPROVAL

に通っている。 

 

FDA も事前面談がある。Q sub というのがあるので相談に行くのが

良い。アメリカのコンサルを使うほうが良いと思う。 

 

今年の一番やるべきことは FDAの計画見直し。事業計画どうするの

かということを最初にどうするかを決めるのがよい。製品化して売

るまでどう早道で行くかの道筋をねる。 

薬事に関して計画を変更した。海外展開という目的の中で国内での

薬事対応が効果は無いため、海外申請をまず行う計画に変更した。

海外コンサルの選定を進めた。 

知財 知財は大きなリスクになるため十分に準備すること。公知技術でも

組み合わせたものを他社でビジネス特許として出されると身動き

取れなくなる。全体像、先行例調査は必ず必要。 

ビジネスモデル特許を防衛的に出願する計画に変更した。外部の有

識者との相談と知財の検討を行い、足かせになりうる東京大学 TLO

との交渉を進めている。 

技術・評価 特になし  

その他事業化

全般 

特になし  
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(5) 採択条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

特になし  
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1.8 2019年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2019年度の事業概要 

今年度明らかになった技術的な課題を解決すべく、解析コストの削減のための Segmentation の自動化による画像処理技術の開発、MRI の解像度

や壁面追跡精度が各種指標算出に及ぼす影響を検証するための CFD、FSI、VFM など他モダリティとの比較検証作業を進める。臨床面では先天性心

疾患では種々の 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。薬事に関して、年度開始までに FDA Approval に向けた道筋を明確化し、薬事申請準備を開始する。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る。

また、JETRO などを利用し、海外展開に関する情報を収集する。 

 

(2) 2019年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①クラウドシステムの確立 Cardio Flow Design 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。 

成果物：サーバー仕様書 

②MRI 撮影方法の Validation Cardio Flow Design 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 Average 数、呼吸動

機の有無などを疾患ごとに検証を行う。 

多数の疾患症例で CFD、VFM との validation を行う。また、WSS のための CFD 

validation → 壁面追跡精度の検証と FSI の試し解析を行う 

成果物：検証結果の報告書、撮影プロトコルのマニュアル 

③装置間の Validation Cardio Flow Design 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。 

成果物：検証結果の報告書 

④Segmentation プロセスの改良 Cardio Flow Design 今年度のパイロット解析により、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

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、

一旦 Segmentation にかかわる画像処理の関数を再度整理した上でその組み合わせ

の最適化を図る。必要に応じて CNN(convolutional neural network)などの機械学

習を併用した解析処理の実装を行う。 

成果物：仕様書、設計書、テスト結果報告書 

⑤臨床的 Utility の開発・改良 Cardio Flow Design パイロット解析および本解析で得られたノウハウから、効率的な解析を補助する機
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項目名 実施主体 具体的な内容 

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。 

成果物：仕様書、設計書、テスト結果報告書 

⑥開発（IEC62304 対応） Cardio Flow Design 上記 Segmentation プロセスの改良や臨床的 Utility の開発・改良などの実施によっ

て追加された機能についてドキュメントの整備、テストなどを行い薬事に適合した

ソフトウェアとして整備を行う。 

成果物：仕様書、設計書、テスト結果報告書 

⑦実地試験 東京女子医科大学 開発中のソフトウェアを臨床現場で試用し、開発への早期のフィードバックを行う。 

成果物：テスト結果報告書 

⑧パイロット解析 東京女子医科大学 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。 

成果物：解析結果レポート 

⑨本解析 東京女子医科大学 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。 

成果物：解析結果レポート 

⑩海外申請準備 リブト FDA 申請、CE マーク取得のための道筋を明確化する。現地の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。国内医療機器登録は海外の登

録が終わるまでは行わない方針。 

成果物：海外申請の計画 

⑪現状知財の整理 Cardio Flow Design 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。 

成果物：調査報告書 

⑫東京大学 TLO との交渉 リブト 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。 

成果物：東大 TLO との知財の契約書 

⑬知財調査 Cardio Flow Design 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

の知財調査を行う。コンサルの利用も検討する。 

成果物：調査報告書 

⑭市場調査 Cardio Flow Design アメリカでの 4D Flow MRI の使用状況を調査する。具体的には学会やセミナーなど
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項目名 実施主体 具体的な内容 

でのアンケート調査、コンサルを使って調査などから、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を調査する。 

成果物：調査報告書 

⑮スキャンマニュアルの整備 Cardio Flow Design 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。 

成果物：スキャンマニュアル 

⑯装置メーカーを通じたチャネル拡

大 

Cardio Flow Design 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料を整備し配布する。また JETRO や既に海

外旅行展開に成功した医療機器メーカーとの相談を進める。 

成果物・成果：海外支店向けの資料、海外でのリサーチ版の販売 

⑰学術調査 Cardio Flow Design 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。またリサーチ用途

としての下地を広げる。 

成果物：調査報告書 
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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/ FAX: 03-5215-3376 / E-mail: info@cfd.life 

 

 


