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1. 事業の概要 

本事業は、脳動脈瘤の治療を支援するシステムを開発する。本システムは、脳動脈瘤の血管内治療で

あるコイル塞栓術を対象とし、コンピュータシミュレーション（数値流体力学）を用いて、術前画像情

報から術後瘤再発リスクを判定する。医師は再発の危険性が高い動脈瘤を術前に判別でき、危険性が高

い動脈瘤には再発リスクの低い治療法を選択するという方式で、動脈瘤の術後瘤再発リスクを低減する。

本システムの上市により、治療成績が向上することで再治療に伴う医療費を削減できる。 

 

 

 
  

数値流体力学による脳動脈瘤血管内治療リスク判定システムの開発･事業化

コンピュータシミュレーションによる次世代診断治療支援技術
株式会社根本杏林堂、イービーエム株式会社、アミン株式会社、東北大学、広南病院、東京大学、

東京医科歯科大学、神戸市立医療センター中央市民病院、早稲田大学

H28-027

コンピュータシミュレーションを医療機器に

術前に術後の治療効果を予測するとは？

早稲田大学発ベンチャー イービーエム株式会社

脳動脈瘤の血管内治療は、低侵襲であるが、術後に
瘤が再発するリスクがある。しかし、術前に治療効果
を予測できる程の十分なエビデンスがなく、医師はど
の動脈瘤が再発しやすいのかを科学的に判定する医
療機器を求めている。

瘤再発は過度の血流が原因と考えられてきたが、瘤
の血流を数値化できる医療機器がないことが問題で
あった。本事業では、世界で初めてコンピュータシミュ
レーションによる血流解析を用いて術前情報から術
後治療効果を予測する新しい医療機器を開発する。

Class Ⅱ
（想定）

治療後の瘤の再発

血流シミュレーション

平成29（2017）年3月時点

イービーエム（株）は、新医療機器産業の実現のため
に、異なる専門性をもつ医工学スペシャリストが結集
したエンジニアチームです。新たな概念、新たな価値
を創造し、未来医療を日本から発信します。

速度
m/s

0.5

0

平成29（2017）年3月時点

委託事業実施体制

相談

申請

医薬品医療機器総合機構（PMDA）

研究機関
早稲田大学理工学術院

・ソフトウェア性能評価

製造企業
イービーエム（株）
製造業[13BZ201032]
• ソフトウェア開発評価
• 治験プロトコルの作成

• 薬事相談
• 知的財産確保調査

医療機関
東北大学医学系研究科

• 治験プロトコル作成
• 薬事相談

医療機関
広南病院

• 治験プロトコル作成

医療機関
東京大学

医学部附属病院
• 治験プロトコル作成

医療機関
東京医科歯科大学

大学院医歯学総合研究科
• 治験プロトコル作成

医療機関
神戸市立医療センター

中央市民病院
• 治験プロトコル作成

助言

承認

薬事相談

ソフト開発評価 製品化/事業化

製販企業
第一種製造販売業
[11B1X00020]

（株）根本杏林堂
• プロジェクト管理

• 治験プロトコルの作成
• 事業化戦略
• 薬事相談

販売企業
高度管理医療機器等販売業

[4501050400289]
アミン（株）
• 市場調査

アドバイザー
東北大学病院臨床研究推進センター

薬事支援

中

新

SL PL

治験支援
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1.1 事業の目的 

【課題】 

脳動脈瘤の治療は、ゴールドスタンダードといえる開頭クリッピング術と、近年発展の著しいコイル

塞栓術（脳血管内治療）がある。開頭クリッピング術は治療後の再発率が低いものの比較的侵襲性が高

い。一方、コイル塞栓術は低侵襲ではあるが、全体の 20%に瘤の再発を認め、そのうちの半分（全体の

10%）には再治療が必要になる。瘤の再発や再治療により、患者の不安や再手術の負担が生じることが

問題となっている。しかしながら、コイル塞栓術後の瘤の再発や再治療を術前に予測するツールがない

ことが課題である。 

 

【解決策】 

コイル塞栓術後の再発を減少させるには、2 つのアプローチが考えられる。第一は、デバイスや技術の

進歩から根本的に再発率を減少させることである。第二は、再発の危険性が高い動脈瘤をあらかじめ判

別し、危険性が高い動脈瘤はクリッピングをはじめとした再発リスクの低い手段で治療することである。

本事業では、後者のアプローチで、数値流体力学（CFD）を用いて瘤再発の主因とされる血流との関連

性を解明し、予測指標として確立することで、術前画像情報から術後瘤再発リスクを判定する医療機器

を開発する。 

 

2015 年時点では、コイル塞栓術は年間 13000 件（破裂例 6000 件、未破裂例 7000 件）に達している。

1 治療につき、破裂例で 340 万円、未破裂例で 250 万円の費用となるため、治療を施した症例の 10％が

再治療を受けているとした場合、再治療にかかる費用は40億円程度と推定される。本機器の上市により、

再発予防効果のある適切な治療法が選択でき、治療成績が向上することで再治療に伴う医療費を削減で

きる。低侵襲治療のコイル塞栓術はより普及していく流れにあり、将来的には再治療に伴う医療費をさ

らに削減できることが期待できる。 

 

国内市場については、平成 32 年 11 月に薬事申請を行い、平成 33 年 11 月に上市を目指す。また、海

外市場（対象国：欧州、米国）については、欧州は平成 34 年 11 月に薬事申請、平成 35 年 11 月に上市、

米国は平成 35 年 5 月に薬事申請、平成 36 年 5 月に上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社根本杏林堂 

PL： 坂田 隆史（株式会社根本杏林堂） 

SL： 八木 高伸（イービーエム株式会社） 

共同体： ①イービーエム株式会社 

  ②アミン株式会社 

  ③国立大学法人東北大学大学院 

  ④広南病院 

  ⑤国立大学法人東京大学医学部附属病院 

  ⑥国立大学法人東京医科歯科大学 

  ⑦地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 

  ⑧早稲田大学理工学術院 
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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 疾病診断用プログラム クラス分類 クラスⅡ 

製品名 
コイル塞栓術後瘤再発リス

ク診断プログラム 
分類名称（一般的名称） 未定 

対象疾患 脳動脈瘤 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 新又は改良（臨床あり） 

使用目的又は効果 
画像診断装置から得られた人体の画像情報をコンピュータ処理し、未破裂脳動脈瘤患者に

対して、コイル塞栓術の治療効果の予測を行い治療計画･方法の決定を支援する。 

薬事申請予定者 株式会社根本杏林堂 医療機器製造販売業許可 11B1X00020 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

イービーエム株式会社 医療機器製造業許可 13BZ201032 

 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 

薬事申請時期 平成 32（2020）年 11月 
平成 34（2022）年 11月（欧州） 

平成 35（2023）年 5月（米国） 

上市時期 平成 33（2021）年 11月 
平成 35（2023）年 11月（欧州） 

平成 36（2024）年 5月（米国） 

想定売上（上市後 3年目） 6億円／年（平成 35（2023）年時点） 未定 

市場規模（上市後 3年目） 
120億円／年（平成 35（2023）年時点） 

（本製品としての見込み） 

未定  

 

想定シェア（上市後3年目） 5％（平成 35（2023）年時点） 未定 

（注記）本製品としての見込み 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

医療機器の概観・特徴を以下の４項目より説明する。 

 

１．対象とする疾患 

対象疾患は、未破裂脳動脈瘤とし、コイル塞栓術後瘤再発を予測の対象とする（図１）。瘤再発の

頻度は、全体の 20％であり、そのうちの半分（全体の 10％）には再治療が必要となっている（Ferns 

SP et al., Stroke 2009; 40(8):e523-529）。 

 

 

図１ コイル塞栓術後の瘤再発 

２．医療機器のコンセプト 

コイル塞栓術後瘤再発の主因の一つとして血流の関与が指摘されている（Li C et al., J 

Neurosurg. 2012;117(2):276-283, Luo B et al., Stroke. 2011;42(3):745-753）。しかし、医療現場

には、脳動脈瘤の血流を測定する普及したツールがない。そのため、瘤再発は瘤の形態情報（ネ

ック長さ、サイズ、部位等）や治療情報（コイル充填率、併用ステントの有無等）に関連付けて

評価されている。これら因子から、瘤再発の予測性能を検討した論文は乏しく、瘤再発リスクを

診断する医療機器は存在していない。そのため、瘤再発リスクの評価には、医師の経験に基づか

ざるを得ないという状況である。本事業で開発する医療機器は、数値流体力学（CFD）と呼ばれ

る数値計算技術（コンピュータシミュレーション）を搭載した世界で初めての医療機器である。

CFD を利用することにより、親血管から瘤内に入るインフローを 3 次元的に測定することが可能

となり、それを瘤再発リスクの診断に応用しようとする試みである（図２）。 

 

当該医療機器は、コイル塞栓術前の血流動態を CFD で測定することにより、コイル塞栓術後瘤再

発リスクを診断し、コイル塞栓術の適否を支援するものである。図３にてフローを説明する。当

該医療機器は、術前画像より CFD を実施し、治療リスク診断によってコイル塞栓術後の瘤再発リ

スクを診断することで、コイル塞栓術の治療の適否の決定を支援するものである。当該医療機器

は、プラットフォームとアプリケーションの組み合わせで設計されており、本事業ではアプリケ

ーションを対象としている（参照 ３．医療機器のデザイン欄） 

 

 

図２ CFD の結果の一例（線は血流の構造を示し、色は血流の速度を示す） 

瘤再発

コイル
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図３ 当該医療機器の全体像と構成（プラットフォームとアプリケーション）。本事業ではアプリ

ケーションを対象とし、リスク診断に用いる指標を検証する（参照 ３．医療機器のデザイン欄）。 

 

期待される効果を検証すべく、東北大学、広南病院、イービーエム（株）は、脳底動脈分岐部瘤

を対象として Pilot Study を実施した（57 症例）。親血管から瘤内に入る流量の割合を瘤流入流量

比と定義し、様々な指標（形態情報（ネック長さ、サイズ等）、血流情報（速度、流量等）、治療

情報（ステントの有無、コイル充填率等））と比較することで瘤再発予測性能を検討した（Sugiyama 

S, Niizuma K et al., Stroke, 2016;47(10).2541-7）。多変量解析の結果、瘤流入流量比（cut-off 0.5 

P=0.0143）は、コイル充填率（cut-off 0.3 P=0.0275）とともに瘤再発に関連する独立した因子で

あることが明らかとなった。コイル充填率は、治療前に決定することはできない値であり、治療

前に治療法の適否を診断する predictor としての性能を有するものは瘤流入流量比であるという

結果であった。 

 

３．医療機器のデザイン 

当該医療機器はプラットフォームとアプリケーションの二階建ての設計となっている（図

４）。構成医療機器１であるプラットフォームとは、『画像診断装置等から提供された人体（領

域毎、例：頭部）の画像情報をコンピュータ処理し、処理後に得られる数値情報及びこれを

可視化した画像情報を診療のために提供すること』とし、構成医療機器２であるアプリケー

ションとは、『未破裂脳動脈瘤患者に対して脳動脈瘤治療法候補の治療効果の予測を行い治療

計画・方法の決定を支援すること』としている。構成医療機器１であるプラットフォームは、

厚労省から医療機器該当性有との判断をいただき、2017 年度 8 月に承認申請予定である（ク

ラス２、改良または新（臨床なし）。 

 

図４ 当該医療機器の設計（二階建て） 

術前画像 CFD 治療の適否
侵襲低

再発リスク高

侵襲高
再発リスク低Q1

Q2

リスク診断指標の算出
例）瘤流入流量比φ=Q2/Q1

治療リスク診断

Φ<cut-off

Φ>cut-off

コイル塞栓術

他の治療法
（開頭クリップ等）

血流情報の測定
（3次元の圧力・速度）

プラットフォーム アプリケーション

リスク診断レポート

本事業

専用ソフトウェア

医療機器の構成

アプリ

プラットフォーム

構成医療機器１
血流解析システム（脳動脈版）
※医用画像から血管形態特徴量、血流特徴量の算出
※病態の判断・評価又は診断支援や血管内治療デバイスのサイズ選択を支援

構成医療機器２
コイル塞栓術後瘤再発リスク診断プログラム
※未破裂瘤患者の術前医用画像からコイル塞栓
術の治療効果（術後瘤再発リスク）を予測し、
医師の治療法の選択を支援する。

AMED
医工連携事業
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４．医療機器の特徴 

当該医療機器の特徴を表１にまとめる。 

 

表１ 当該医療機器の特徴 

項目 内容 

１．デザイン 

ソフトウェアを二階建ての設計とすることにより、プラットフォームを介して市場

の形成を促し、アプリケーションを介して市場の成長を実現させようとする狙いが

ある。アプリケーションは、個別の医療ニーズに応じるものである。医療機器や技

術が多様化するなかで、医療ニーズ毎に、医師がアプリケーションの概念設計を行

なっていくという新しい潮流を構築しようという狙いがある。 

２．オンサイト 

ソフトウェアはオンサイト、すなわち、院内にハードウェアを設置して使用するも

のであり、ユーザーは医師や技師である。そのためユーザー依存性を排除すべく、

依存性が高い工程（血管抽出、CFD解析）は、コンピュータ自動制御されている。 

３．プラットフォーム 

プラットフォームは、計算科学により血管の３次元形態情報、血流情報を測定する

機器である。領域毎（脳動脈、冠動脈等）に開発が進められており、計算解剖学に

基づく血管形態解析、数値流体力学による血管血流解析の二つを搭載している。血

管の形態および血流の特徴量をソフトウェアが自動的に測定する。類似製品として

は汎用画像ワークステーションがあるが、医用画像の３次元的な可視化（表示）の

ための機器であり、当該医療機器のような測定機器ではない。 

４．アプリケーション 

アプリケーションは、医療ニーズ毎で求められるリスク等の情報を診断する機器で

ある。脳動脈ではコイル塞栓術後瘤再発リスク診断、冠動脈では非侵襲機能診断

（FFR）などの開発が進められている。プラットフォームの２階建ての部分に相当

し、診断レポートを出力する機能を有している。 
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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 

本事業で開発するアプリケーションの主なユーザーは脳血管内治療医、脳神経外科医、放射線科医、

放射線技師であり、頭部血管撮影を行っている病院が販売先となる。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

以下の市場規模は、本製品としての見込みである。 

 

平成 25 年度において、脳神経外科を有する病院数は国内に 2500 施設あり、血管撮影装置で頭部撮影

を行っている施設はそのうち 600 施設と見込んでいる。これまでに研究版ソフトウェアの販売をしてお

り、その実績やマーケティング活動から、上市後 3 年目において潜在顧客 10%への総販売実績を見込む。

内訳は、平成 33 年度 10 施設、平成 34 年度 15 施設、平成 35 年度 30 施設である。メーカー希望販売価

格は 2,000 万円である。上市後 3 年目における市場規模は 6 億円となる（2000 万円×30 施設）。平成 36

年以後は年間 50 施設で安定化し、2030 年までに累計販売実績 400 台を見込んでいる。 
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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 

競合製品として以下の製品を挙げるが、脳動脈瘤の治療支援という点では一致するが、対象や目的が

異なるため、あくまで参考製品としての位置づけである。 

 

(1) 競合企業 

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 

 

(2) 競合商品 

名称：Aneurysmal Flow 

目的：造影剤の流入を画像処理して血流相当量を算出し Flow Diverter留置術を支援する。 

 

 
図５ Aneurymal flow（付帯機能）の外観 

（造影剤の経時分析による。数値流体力学ではなく、支援対象もコイル塞栓術ではない） 

 

(3) 市場獲得のための障壁 

数値流体力学を用いた医療機器は、心血管領域において HeartFlow 社がオンラインサービスとし

て達成済である（日米欧）（図６）。大手診断機器企業（Siemens, Philips, Toshiba）は、既存ワーク

ステーションに追加する付帯機能として開発している。本製品は、数値流体力学を用いた医療機器

を開発するものであるが、（１）オンサイトで医師や技師が使用できる機器であり（HeartFlow 社と

の違い）、（２）治療リスクを診断するという新たな価値を提供するものである（大手診断機器企業

との違い）。市場獲得のための障壁は 2 つある。 

 

1 つ目は、数値流体力学は理工系大学院レベルの専門学問であり、その知識、経験のない医師、技

師をユーザーとして医療環境という特殊性に適合するかである。2 つ目は、数値流体力学が、ガイド

ラインの一部として医師の意志決定を支援するほどの真の価値あるキラーアプリケーションを提供

できるかである。 

 

1 つ目の障壁は、医師、技師が容易に操作可能な専用ソフトウェアをすでに開発して、研究支援ソ

フトとして国内60施設に導入をしていることを考慮すれば、障壁を十分に突破できる見通しである。

2 つ目は東北大学病院、広南病院、イービーエム（株）の共同研究からキラーアプリケーションへと

成長すると十分に期待できるプロトタイプを開発済である。残された課題は、本事業内で行う評価

指標の最適化と閾値の決定のみであることを考慮すれば、障壁を十分に突破できる見通しである。

全体を踏まえれば、市場獲得のための障壁を十分に回避できる見通しである。 
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図６ 心血管領域における数値流体力学（CFD）の活用（HeartFlow 社）。冠動脈内圧測定による

冠動脈狭窄度の評価を CFD で代用するもの（計測から計算へ）。オンラインで画像を受託し、診断

レポートを提供する事業。 

 

 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） 

フィリップス社の Aneurysmal Flowとの違いは 3つある。 

 

■機器の位置付け 

本製品は治療前の支援であり、競合製品は治療中の支援である。本製品は治療法決定を支援するため

のものであり、競合製品は治療中に治療効果（血流抑制効果）の評価のための指標を提供するものであ

る。本製品は治療法決定を術前に支援できることが強みであり、オンラインサービスなどの新たな事業

形態への拡張を可能とする。一方、本製品は術者の手技や技量を考慮できないことが弱みである。コイ

ル塞栓術は血管内治療のスタンダードの地位を確立しており、術者の手技や技量が結果に影響を与えな

いという前提である。 

 

■機器の拡張性 

本製品は数値計算を用いて計測できない情報を提供できることに価値があり、アプリケーションを容

易に拡張できることが強みである。弱みとしては、数値流体力学（CFD）の複雑性や専門性があるが、前

述の通り専用ソフト開発済であり解決の目途は立っている。競合製品は、造影剤の画像解析であるため、

そもそも血流の計測ではなく、評価可能な物理量は限定されるためアプリケーションを容易に拡張でき

ない。 

 

■機器の依存性 

本製品は、医用画像から血管形状を構築できさえすれば、メーカーやモダリティーに依存しないこと

が強みである。弱みとしては、精度ある医用画像でなければ解析結果の信頼性を確保できないことであ

る。H27年度より関連病院にてファントムを用いて CFD結果の画像依存性を数値化する基礎研究を開始し

ており、H29年度末を目途に医用画像の推奨条件を確立できる見通しである（3D-RAの条件は固まり、平

成 29 年度は CTA と MRA を重点課題とする）。競合製品はあくまで各社モダリティー内に適用範囲が限定

されてしまうのが欠点である。 

 

 

 

  

診断レポート
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

  

H28（2016）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）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

ソフトウェア開発
【コイル塞栓術後瘤再発リ
スク診断プログラム】

ソフトウェア性能評価
【コイル塞栓術後瘤再発リ
スク診断プログラム】

治験

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

2014年1月より研究版ソフトウェ
アを上市（2016年10月時点で国
内60施設導入実績）

2017年8月にプラットフォームを承認申請予定

1.全体管理
2.市場調査、
3.ソフトウェア性能評価
3.1ソフトウェア開発
3.2評価項目の体系化
3.3評価方法の決定
3.4標準性能評価（工学領域）
3.5標準性能評価（医学領域）
3.6実践性能評価
4.薬事相談
4.1準備面談（医療機器開発前）
4.2対面助言（医療機器開発前）
4.3準備面談（プロトコル（治験））
4.4対面助言（プロトコル（治験））
5．治験の準備
　　5.1治験プロトコルの作成
　　5.2治験準備
6. 知財の管理

1.全体管理
2.市場調査、
3.ソフトウェア実践性能評価
3.1医用画像
3,2血液物性
3,3境界条件
4.治験の準備〜開始
・関連文書作成
・保険契約
・東北大学IRB打診
・CRC MTG
・ピアレビュー
・IRB審議・承認
・スタートアップMTG
・治験届・３０日調査
・治験機器搬入バリデーション
・分担機関IRB資料提出・審議
・症例登録
・観察期間
・モニタリング
5. 知財の管理

ソフトウェア開発

★H32 11製造販売認証申請

必要に応じて出願、定期的モニタリング

標準性能評価

★開発前相談

★開発前相談（準備面談）

★プロトコル相談（治験）体制作り

★H33 10 製造出荷承認

★
H33 11上市（国内）

観察期間、モニタリング

監査

総括報告書

症例検討会、データ固定･解析、統計解析、解析報告書

治験終了届
治験準備

★
血管内治療学会

★
血管内治療学会

★
血管内治療学会

市場調査（国内）

実践評価準備

治験プロトコルの作成

実践性能評価

（医用画像、血液物性、境界条件）

★フォローアップ面談

IRB

治験届

★追加相談
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期     ●      

上市時期      ●     

支出額（単位：億円） 1.3 2.2 2.2 1.8 2.0 2.9 3.5 5.0 7.0 7.0 

 うち委託費 0.7 0.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

 うち自己負担 0.6 1.3 1.3 1.8 2.0 2.9 3.5 5.0 7.0 7.20 

売上高（単位：億円）      2 3 6.0 10 10 

販売数量（単位：）      10 15 30 50 50 

 ② 海外 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期       ● ●   

上市時期        ● ●  

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：）           

 ③ 国内・海外合計 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 1.3 2.2 2.2 1.8 2.0 2.9 3.5 5.0 7.0 7.0 

 うち委託費 0.7 0.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

 うち自己負担 0.6 1.3 1.3 1.8 2.0 2.9 3.5 5.0 7.0 7.2 

売上高（単位：億円）      2 3 6.0 10 10 

販売数量（単位：）      10 15 30 50 50 

※各年 4 月～3 月の年度で表記 

 

投資回収については上記のスケジュールを計画している。 

 

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”   

本質的には、脳卒中治療ガイドラインに採用されるほどのインパクトを与えることができる予測指標

を確立できるかである。そのために、本事業で予定している治験は、学会の key opinion leader のもと

計画されており、学会主導で行なうことを予定している。売れ続けるために必要なことは、学会ととも

に歩み続けることができること。すなわち、医療の課題を学術的に解決して、その成果物を医療機器に

していこうとする、学会主導型の医工産学連携を組織的に行う流れを構築できるかにかかっている。そ

のなかでも、多様化する医療ニーズに追従できる『スピード』が重要となる。市販後のリアルワールド

での検証をもとに、当該医療機器の必要に応じた改善（診断性能の向上等）、ならびに、適用拡大（他部

位等）へとつなげていく必要がある。 
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 2) ビジネス体制 

 
平成29（2017 ）年3月時点

上市後のビジネス体制

研究機関
早稲田大学理工学術院

・血流解析の進展を支え
る要素基盤技術の開発

製造企業
イービーエム（株）

第二種製造業[13BZ201032]
• 製品製造
• 製品改善

• 教育トレーニング

医療機関
東北大学医学系研究科

• 市販後調査
• ガイドライン

医療機関
広南病院

• 市販後調査
• ガイドライン

医療機関
東京大学

医学部附属病院
• 市販後調査
• ガイドライン

医療機関
東京医科歯科大学

大学院医歯学総合研究科
• 市販後調査
• ガイドライン

医療機関
神戸市立医療センター

中央市民病院
• 市販後調査
• ガイドライン

技術の評価と進展 技術の改善 事業化

製販企業
第一種製造販売業

[11B1X00020]
（株）根本杏林堂

• 製品販売
• 海外展開

販売企業
高度管理医療機器等販売業

[4501050400289]
アミン（株）

• 販促、営業、販売
• 顧客満足度調査

SL

事業管理機関
PL中

新
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 開発前相談（対面助言 2016 年 12 月 5 日＠PMDA） 

相談項目と回答の要点を表２にまとめる。 

表２ 開発前相談の要点 

番号 相談 回答 

01 当該医療機器（プラッ
トフォームとアプリ
ケーション）の開発に
際し、承認取得に必要
と考える要求事項お
よび予定している評
価の妥当性に関して
助言いただきたい。 

■本品に求められる性能 
1. 形態計測の精度を確保すること 
2. 臨床上十分な流速の精度を確保すること 
3. 自動工程において、解析精度を維持できない事象が発生した場合、解析フロー

の停止および使用者へのアラートを表示するアルゴリズムを含めること 
4. 使用者トレーニングにより一定水準以上の技術レベルを維持すること 
5. コイル塞栓術後瘤再発リスクが、臨床上十分な予測性能を有し、臨床予後と相

関性を確保していること 
■本品の評価の妥当性について 
6. 提示された非臨床試験における性能評価は概ね妥当。一方、3に示すアルゴリ

ズムの追加を検討した上で、そのアルゴリズムが適切に作動することを評価す
ること。 

7. コイル塞栓術後瘤再発リスクは、臨床試験で評価する必要がある。その際、以
下の 2 点の理由から後向き観察研究は不適切であり、前向き試験が必要であ
る。 
（A） 後向き観察研究は、画像等の被験者から取得するデータの信頼性を確

保することが困難であり、承認申請の際に実施する信頼性調査に耐え
られない可能性がある。 

（B） 後向き観察研究では、i)本品で使用できる画像の取得に関して相談者
が設定した規定の妥当性を評価できない可能性がある、ii)相談者が
予定しているトレーニングの効果を評価できない可能性がある、iii)
再現性を評価できない可能性がある等、評価が限定的であるため、本
品の承認審査における臨床評価として不足する。 

 
前向き臨床試験の計画に際しては、コイル塞栓術後再発リスク診断として具体的に
何を示すのか明確にしたうえで、それに応じた試験を計画する必要がある。 
動脈瘤の発生部位等を限定せずに、広く一般にコイル塞栓術後 1年での瘤の再発を
予測する場合にあっては、塞栓術に用いるコイルが多岐に渡ること、アシストバル
ーンの併用など術式も多く、術者の技量のバラツキも想定され、それらがコイル塞
栓術の予後に及ぼす影響は大きい。これらの因子による影響を排除して、術前画像
から塞栓術後 1年での瘤の再発を予測するためには、相当数の術前画像の収集と予
後調査が必要であり、関連学会と協力の上、大規模な調査研究を行なう等、症例の
蓄積を行なう必要があると考える。 
 
一方で、予測の対象となる脳動脈瘤の発生部位を限定した上で、当該部位の動脈瘤
コイル塞栓術後の瘤再発率を評価することは可能であると判断するが、評価された
範囲に応じて承認取得可能な範囲が変わってくる点を考慮の上、治験計画を検討す
ること。 
■本品の解析結果について 
相談者は、脳動脈の特徴を模擬したファントムを使用した非臨床試験で、本品が十
分な形態情報および血流情報を解析できることを評価することを計画している。 
機構は、非臨床試験で使用するファントムで、本品が採用する公知の推定値および
推定式で表現可能な範囲でヒトの脳動脈を模擬できることを示せる場合、本品の解
析性能を非臨床試験で評価することで差し支えないと考える。なお、本品は生体情
報を推定する医療機器であるため、解析結果が推定値であることを明言するととも
に、解析血管の表示名は臨床で使用している表現を使用しないことが必要である。 
 

02 現時点で想定される
本品のクラス分類お
よび申請区分につい
て助言いただきたい。 

本品のクラス分類はクラス２である。また、申請区分については、コイル塞栓術後
瘤再発リスク診断プログラムを含む場合にあっては、新医療機器または改良（臨床
あり）区分、プラットフォームのみの場合については、改良医療機器（臨床なし）
区分以上と想定される。 
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 治験プロトコル相談（対面助言 2017 年 3 月 31 日＠PMDA） 

相談項目と回答の要点を表３にまとめる。 

 

表３ 治験プロトコル相談の要点 

番号 相談 回答 

01 治験デザインに関す
る下記項目に関して
助言いただきたい。 
 
(1) 対象症例の選択

の妥当性 
(2) 主要評価項目の

設定および症例
数の妥当性 

(3) 結果の統計処理
方法の妥当性 

(4) 治験の解析体制
およびトレーニ
ングの効果検証
に関する妥当性 

(1) 対象症例の選択の妥当性 
本相談申込時には、内頚動脈または脳底動脈分岐部に未破裂脳動脈瘤を有する患者
を対象にすることを予定していたが、先行研究の見直しにより発生時期の部位依存
性が明らかとなり、本治験の対象を内頚動脈に限定するとした相談者の見解は妥当
であると判断する。 
 
(2) 主要評価項目の設定および症例数の妥当性 
主要評価項目を術前因子によるコイル塞栓術後１２ヶ月以内の瘤再発に対する診
断能とすることは妥当である。 
 
相談者は、瘤流入流量比を単独で予測因子として用い、診断能の閾値を感度 50％
および特異度 40%と設定しているが、以下を再検討する必要がある。 
 
（A） 先行研究では治験と異なる血管形状アルゴリズムを用いているが、アルゴ

リズムの違いが解析結果に及ぼす影響が明らかにされていない。 
 

（B） 瘤流入流量比と他の術前因子との複合指標、または、瘤流入流量比以外の
複数の因子を組み合わせた複合指標に関する検討が十分になされていな
い。 

（C） 感度の下限閾値を 50%と設定しているが、臨床的意義を有するものである
か、その妥当性が示されていない。 

 
(3) 結果の統計処理方法の妥当性 
相談者の予定している統計処理法については、概ね問題ないと考えるが、主要評価
項目の設定および症例数に対する機構の助言も踏まえて、全体を見直すこと。 
 
(4) 治験の解析体制、トレーニングの効果検証に関す妥当性 
治験実施機関を二群に分けて、一群にてトレーニングの効果および妥当性を検討
し、トレーニング効果が不十分であると判断された場合には、内容の改善を行った
うえで、残る一群において改善した使用者トレーニングの効果および妥当性を検討
するとの相談者の見解は妥当であると判断する。また、解析エキスパートに本品の
開発者を含めることについては、本品の正確性を維持する観点からも妥当であると
考える。 
 
また、現時点で想定される瘤流入流量比の解析値に関して、解析者間のバラツキが
不明であることを考慮すると、そのばらつきが大きい場合には、各施設で解析を行
なうのではなく、解析センターを設け、解析センターで集中的に解析を行なうもの
として開発を進めることもふくめて検討する必要があると考える。 
 

02 本品の入力仕様の拡
張、診断能の向上の実
現に関する考え方に
ついて助言いたきた
い。 
(1) 入力仕様の拡張 
(2) 診断能の向上 

(1) 入力仕様の拡張 
ファントム等を用いた非臨床試験および臨床試験で得られた同一血管および動脈
瘤を撮影した、モダリティーの異なる画像データから血管形状構築および数値流体
力学解析を行い、その結果を比較評価することで、本品の解析性能に対し入力する
モダリティーの違いによる影響がないことを示すことができれば、本品を DSAのみ
ではなく、MRA、CTA のいずれかの方法で撮影された画像データを用いて解析が実
施できるものとして、承認申請することは可能であると考える。 
 
(2) 診断能の向上 
相談者は、本治験の結果及び市販後に実臨床で収集したデータを用いて、治療情報
を組み入れた予測モデルを開発し、製造販売後調査において予測モデルの精度検証
を行なうことを検討しているが、治療情報を含めた予測モデルの予測精度を検証す
るためには、前向きの介入試験を行なう必要があり、介入を伴う検証試験は治験と
して実施すべきものであると考える。 
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 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） 

イービーエム（株）は、恵泉国際特許事務所と連携して、月毎に先行技術調査を実施している。

対象データベースは、米国はトムソンロイター、日本は J-Platpat と NRI サイバーパテントデー

タベースである。調査対象国は、日本ならびに米国とし、シーメンス、フィリップス、富士フ

ィルム、東芝、GE、ハートフロー等の企業別調査、ならびに、血流シミュレーションに関する

キーワード検索を用いて調査している。 

 

結果として、本事業の支障となるアイデアは国内外で他社から特許化されていない。しかし、

対象は異なるが、一般論として数値流体力学（CFD）の方法論として妨げとなる恐れのある特

許が米国に存在し、海外事業を展開する際には配慮が求められる。以下にその説明と対応を述

べる。 

 

(1) US8503741 B2, Siemens, Thomas Redel, Poxdorf, 20061130 

数値流体力学（CFD）による遠隔診断システムのワークフローに関する特許。病院からネット

ワークを介して外部の計算サーバーにデータ転送して計算を実施し、その後、院内にデータを

フィードバックするシステムに関する。海外事業展開時において回避すべき特許。米国内の出

願に留まり、国内では出願されていない。米国と日本の特許成立性の違いから、日本国内で特

許化されるとは考えにくい。本成果物の海外事業展開に関しては、動向を注視してリスク低減

を図る。 

 

(2) US6236878 B1 Charles A. Taylor,et al.19980522 

数値流体力学（CFD）を行う際の境界条件に関する特許。第一請求項にて、A model of physiologic 

function を含めた境界条件として特許化されている。技術的な解釈に幅をもたせた商業性の高い

特許であり海外事業展開時には回避を検討する必要がある。 

 

イービーエム社の保有特許に関して現状を表４にまとめる。特許出願は、米国仮出願、PCT 出

願、その後、各国移行（日米）する方式を採用している。 

 

表４ 日本国内の特許の出願、保有状況 

出願番号 
公報番号 

発明者 発明の名称 出願人 出願日 
優先日 

位置付け 

JP2013531313A 
JP05596865B2 

八木 高伸 
朴 栄光 

血流性状診断のた
めのシステム、そ
の方法及びコンピ
ュータソフトウエ
アプログラム 

イービーエ
ム（株） 

20120827 
20110826 

CFDの出力（壁面せん断応力）
から血流性状を判別する方法
およびシステムに関する特許 

JP2013531314A 
JP05596866B2 

八木 高伸 
朴 栄光 

血管治療効果の血
流シュミレーショ
ンシステム、その
方法及びコンピュ
ータソフトウエア
プログラム 

イービーエ
ム（株） 

20120827 
20110826 

CFDより特定の治療方法によ
る血流状態の改善効果をシミ
ュレーションするための方法
とシステム 

JP2013531315A 
JP05596867B2 

八木 高伸 
朴 栄光 

血管血流シュミレ
ーションシステ
ム、その方法及び
コンピュータソフ
トウエアプログラ
ム 

イービーエ
ム（株） 

20120827 
20110826 

CFDに用いる血管形状におい
て、血管の部位毎に名称をラベ
リングするための特許 

JP2013531316A 
JP2013031744A1 

八木 高伸 
朴 栄光 

血流性状診断のた
めのシステム、そ
の方法及びコンピ

イービーエ
ム（株） 

20120827 
20110826 

CFDにおいて、血管形状の修正
および修正の前後で血流のエ
ネルギー損失の変化を表示す
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ュータソフトウエ
アプログラム 

るための特許 

PCT/JP2015/ 78693 八木 高伸 
朴 栄光 

血流シミュレーシ
ョンのための血流
解析機器、その方 
法及びコンピュー
タソフトウエアプ
ログラム 

イービーエ
ム（株） 

20151008 
20141008 

CFDの境界条件の設定に関し
て、血管の形状から血管を流れ
る血液の流量を推定するため
の特許 

PCT/JP2015/ 78694 八木 高伸 
朴 栄光 

血流シミュレーシ
ョンのための血流
解析機器、その方 
法及びコンピュー
タソフトウエアプ
ログラム 

イービーエ
ム（株） 

20151008 
20141008 

CFDの計算条件の設定に関し
て、validation された計算条
件を格納したテンプレートか
ら呼び出す方式で計算を実施
する血流解析方法に対する特
許 

PCT/JP2015/ 78695 八木 高伸 
朴 栄光 

血流シミュレーシ
ョンのための血管
形状構築装置、そ 
の方法及びコンピ
ュータソフトウエ
アプログラム 

イービーエ
ム（株） 

20151008 
20141008 

CFDに用いる血管形状の構築
に関して、構築された形状の品
質評価をふくめて血管形状を
構築する装置に対する特許 

PCT/JP2015/ 78676 八木 高伸 
朴 栄光 

血管治療評価シス
テム、そのコンピ
ュータソフトウエ 
アプログラム及び
方法 

イービーエ
ム（株） 

20151008 
20141008 

CFDより血管治療リスク評価
を行なうための特許 

PCT/JP2016/ 60992 八木 高伸 
中本 将彦 
朴 栄光 

血管形状構築装
置、その方法及び
コンピュータソフ
トウエアプログラ
ム 

イービーエ
ム（株） 

20160404 
20150402 

CFDに用いる血管形状の構築
に関して、画像の適正度、補正
度から構築された血管の精度
の品質評価を行い、血管形状を
出力する装置に対する特許 

PCT/JP2016/ 77753 八木 高伸 
星 雄陽 

血管内治療シミュ
レーション装置及
び方法 

イービーエ
ム（株） 

20160920 
20150918 

CFDより治療シミュレーショ
ンを行なうことに関して、治療
前と治療後の血流を比較的に
表示するための装置に対する
特許 

PCT/JP2016/ 58209 八木 高伸 血流解析装置、そ
の方法及びそのコ
ンピュータソフト 
ウェアプログラム 

イービーエ
ム（株） 

20160315 
20150918 

CFDにおいて、血管形態情報か
ら血流境界条件を抽出するた
めの方法を含めた血流解析装
置に対する特許 

PCT/JP2016/ 77754 八木 高伸 
中本 将彦 
 

血管形状分析装
置、その方法、及
びそのコンピュー
タソフトウェアプ
ログラム 

イービーエ
ム（株） 

20160920 
20150918 

CFDのための血管形状の抽出
において、血管中心線より血管
要素毎に血管を領域分割し、そ
れぞれの形状情報を計測する
機能を有する血管形状分析装
置に対する特許 

PCT/JP2016/ 77755 八木 高伸 病変血流特徴量可
視化装置、その方
法、及びそのコン 
ピュータソフトウ
ェアプログラム 

イービーエ
ム（株） 

20160920 
20150918 

CFDの出力において、病変座標
系を導入し、病変血流特徴量を
算出する機能をもつ血流可視
化装置に対する特許 

 

 権利化/ブラックボックス化、意匠権・商標権等の組み合わせ等のミックス戦略 

権利化の対象は、ユニット毎になされており、血管形状分析技術、血流性状分析技術、血管形

状構築法、境界条件設定法、計算条件設定法、血流特徴量可視化手法、治療シミュレーション、

治療リスク診断法の方法または装置である。数値流体力学（CFD）のパラメータ設定や血管形

状構築のアルゴリズムはノウハウ化する。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模倣品等を、当該事業を侵害する可能性の有無の二種類に応じて分類している。当該事業の製

品を模倣していると考えられるが、市場形成への寄与に対する効果を認め、当該事業への侵害
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を認めない場合には、適宜モニタリングを継続するが対応は行わない。一方、当該事業で主張

する権利および当該事業そのものに対して競合と判断される場合には、侵害訴訟等をふくめて

手段を講じる予定である。現在のところ、当該事業に関して侵害性を認める案件は国内外を通

して認めていない。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

ソフトウェア開発は終了し、現在、非臨床性能評価を実施している（2017 年 6 月末終了予定）。

ソフトウェア開発における開発リスクは認めていない。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

薬事申請に必要なエビデンスは、医師主導治験（東北大学代表）により収集する予定である（2018

年 1 月より患者登録開始を予定）。治験開始に際して PMDA と治験プロトコル相談を実施し、治験

デザインに関し、対象症例、主要評価項目設定の方向性、統計処理方法、解析体制等について概ね

問題ない旨の回答を得た。一方、主要評価項目の設定根拠に用いた先行研究は最終バージョンのソ

フトウェアを使用していなかったため、再解析を実施し、現在解析結果の検討を生物統計の専門家

とともに行っている。これらの結果をもとに 2017 年 6 月にはフォローアップ面談を予定している。

フォローアップ面談の結果をもとに、必要に応じて治験プロトコルに関する追加相談を実施するこ

とを予定している。2018 年 1 月から患者登録を開始するためには、遅くとも 2017 年 8 月内で追

加相談を行なう必要があることを PMDA と共有している。現在のところ、治験の症例数は 250、

症例登録期間 9 ヶ月を予定しており、現在までに、達成のための参画施設候補（12 施設）を選定

してある。2017 年 5 月上旬には、東北大学が参画施設候補に対して第 1 回目の治験説明会を実施

する予定である。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

当該医療機器は、代表機関である（株）根本杏林堂が製販業、イービーエム（株）が製造業、

アミン（株）が販売業を担当する。（株）根本杏林堂は、造影剤自動注入装置の製販企業、販売

企業として自社製品を市場販売している。大型画像診断装置を製造販売する全メーカー（東芝・

日立・GE・シーメンス・フィリップス）と良好な販売チャネルを有しており、日本国内の当該

製品の市場シェアはおおよそ CT90%、MRI80%、血管撮影 50%（自社調べ）となっている。加

えて、造影剤を注入した後に撮影された画像を 3D、4D の画像処理、解析するワークステーシ

ョンを販売する 100%子会社であるアミン株式会社をグループ内に保有する。 

 

当該医療機器の販売活動は、アミン株式会社が主体となって行う。北海道から九州まで国内６

拠点の販売網を有しており、血管撮影や CT などの大型画像診断機器の購入にあわせて、製品の

提案を行い、大型画像診断機器の周辺機器としてワークステーションを販売、年間約 400 台の

出荷実績を有する。1998 年の設立以来、国内 1900 施設、累計 5000 台の販売実績を計上、30％

超のトップシェアを獲得している。自社で営業・アプリケーション・サービスのスタッフを抱

え、販売・設置からユーザーサポートまで一貫して行う体制を構築してきた。すでに、その販

売チャネルを活かして、イービーエム株式会社が開発した脳動脈瘤専用 CFD ソフトの研究版を

60 施設に導入してきた実績があり、販促活動として、医師・技師向けに教育セミナーを 5 回、

脳血管内治療学会のランチョンセミナー2 回を通じて、数値流体力学の解析について啓蒙活動を

行ってきた。本事業で開発するアプリケーションも、同様の販売方法をとることにより、上市

後 3 年で年間 30 台の販売を計画している。 
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 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アミン（株）は、脳動脈瘤専用 CFD ソフト（研究版）のアフターサービスを実施してきており、

体制整備に関しては構築済みである。当該医療機器の使用に際しては、イービーエム（株）は、

購入者に対してユーザートレーニングを実施する予定である。イービーエム（株）は、アミン

（株）と協力して、これまでに血流解析セミナーやハンズオントレーニングを実施しており、

教育マテリアルの整備に関しても十分な準備を行っている。クレーム処理体制に関しては、情

報収集をアミン（株）が行い、専門的な見地での対応が必要とされる場合には、イービーエム

（株）が担当するという方式で実施していく予定である。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

製造業を担うイービーエム（株）は、（株）根本杏林堂の協力のもと、QMS 体制を構築中であ

る。現在までに、QMS 体制の文書化に関しては 9 割ほど完了しており、2017 年 7 月上旬を目

処に品質保証体制を確立できる見込みである。2017 年 8 月にはプラットフォームの承認申請を

予定しており、電気安全性試験等の必要な試験に関する対応も同期間内に完了予定である。 

 

 広報・普及計画 

【本事業内】 

イービーエム（株）は、（株）根本杏林堂、アミン（株）と協力して、数値流体力学（CFD）に

よる血流解析教育セミナーをこれまでに計 5 回、血流解析の最前線に関する招待講演を計 11回、

脳血管内治療学会ランチョンセミナーを計 2 回実施している。これらの取組みを今後も維持す

ることで広報・普及を促進する。 

 

【本事業外】 

（A）ガイドライン策定 

血流シミュレーションソフトウェアに関しては、平成 28 年度次世代医療機器・再生医療等製品

評価指標作成事業としてワーキンググループが立ち上がり、有識者（アカデミア）、厚生労働省、

PMDA、国立医薬品食品衛生研究所が連携して、評価ガイドラインの策定を実施している(1)。 

 

(1) http://dmd.nihs.go.jp/jisedai/blood_flow/H28_blood_flow_report.pdf 

 

（B）教育普及活動 

日本機械学会と日本脳血管内治療学会は学会連携を締結し、そこでのメイントピックの一つが

血流シミュレーションであり、各々の学会でジョイントシンポジウムを開催している。日本機

械学会は、「次世代診断治療支援のための血流シミュレーション〜基礎から実践まで〜」という

ハンズオンレクチャーを 2016 年度から開催しており、一般の臨床医や技師を対象とした血流シ

ミュレーションの教育普及活動が加速化している。 

 

（C）血流シミュレーションの標準化 

このような流れのなかで、新たな研究会の設立も加速化しており、血流シミュレーションの解

析方法および結果解釈の標準化を推進する研究会（CFD-BIO Meeting）が組織化され、第１回

目の会合を 2017 年 6 月下旬に予定している。また、日本放射線技師会では、CFD のための標

準医用画像検討委員会（仮）の設立を 2017 年 8 月に予定している。このような全体の流れを踏

まえて、血流シミュレーションの広報・普及はまさに産官学全体としてオールジャパンで加速

化している。 
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 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

 

表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 性能試験の終了 
 
 
② 治験プロトコルの明確化 

① PMDA 対面助言（開発前相談）を経て項目および方法を
確定済であり、2017年 6月末に終了予定。 
 

② PMDA 対面助言（治験プロトコル相談）を経て計画する
治験内容を相談済み。追加に検討を要する箇所があるが
（表 3(2)(A)-(C)）、これらは 2017年 6月に予定するフ
ォローアップ面談で相談する予定。 

知財 なし なし 

技術・評価 

① 血管自動構築の成功率 
 
 
② 推奨医用画像の文書化 

 
 
 

③ 不適合画像の文書化 

① 3D-RA（主要評価項目用途）で 95％ほどの成功率に達し、
現在、性能試験を実施中。 
 

② 3D-RAは確定し、CTA・MRA（副次評価項目用途）は検討
の最終段階。2017 年 5 月末をめどに文書化を終える予
定。 

 

③ 不適合画像のデータベース化を終了し、文書化を開始す
る段階に到達。2017 年 5 月末をめどに文書化を終える
予定。 
 

 

その他事業
化全般 

QMS等の品質保証体制の整備 QMSの文書整備は 9割ほど終了しており、2017年 6月末まで
に記録の文書化を終了する予定。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

本研究開発（当該年度）は、市場調査、ソフトウェア性能評価、薬事相談、治験の準備の４項目で実施する。 

 

市場調査として、アミン株式会社は、国内を対象とし、血管内治療に関連する学会、関連する施設において本製品への関心度を調査することによ

り潜在顧客リストを作成する。 

 

ソフトウェア性能評価として、イービーエム株式会社がソフトウェアを開発する。数値流体力学（CFD）を活用した医療機器は国内で初めての試

みとなる。そこで、性能評価法の開発から実施する。性能評価を二段階（標準性能、実践性能）に分けて実施する。当該年度内において、標準性能

評価報告書を完了させ、実践性能評価のための試験プロトコルの開発までを実施する。 

 

薬事相談として、株式会社根本杏林堂、イービーエム株式会社が PMDA との薬事相談を実施する。当該年度内において、対面助言（医療機器開発

前相談、プロトコル相談（治験））を実施する。 

 

治験の準備として、株式会社根本杏林堂、イービーエム株式会社が、治験プロトコルの作成、治験実施の準備を行う。東北大学臨床研究推進セン

ターがアドバイザーを担当する。治験プロトコルの作成は、東北大学、広南病院、神戸中央市民センター病院、東京大学、東京医科歯科大学と協力

して実施する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

コイル塞栓術後瘤再発リスク診断プログラム 未破裂脳動脈瘤を対象とした治療支援プログラムであり、コイル塞栓術を行った場合を想定して、術前医

用画像より、術後瘤再発リスクを診断することを目的とする。 
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(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）  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全体管理 

株式会社根本杏林堂が、全体会議を実施する
ことで事業の進捗管理を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

以下の達成を総括した結果として。()は主担当。 

 

 市場調査（アミン）：進捗 100％ 

潜在顧客リストの作成および競合品の有無
の調査を終えたことから 

 ソフト性能評価（EBM）：進捗 100％ 

2017 年 6 月末に性能評価（標準性能）を終え
る見通しであることから 

 薬事相談（根本）：進捗 100％ 

予定した薬事相談を終了し、治験プロトコル
相談で必要となった要件（表 3(2) (A)-(C)）に
関しても 6 月に予定するフォローアップ面談
で確定する見通しであるため。 

 治験準備（根本、EBM、東北）：進捗 100％ 

治験計画の概要をほぼ固定し（主要評価項
目、副次評価項目、症例数、統計解析手法、
治験参画施設）、治験経費の総額を算出した。 

 

▶ 

本年度の目標は完了した。 

②市場調査 

アミン株式会社が市場調査を実施する。調査
対象は国内とし、血管内治療に関連する学
会、関連する施設において本製品への関心度
を調査することにより潜在顧客リストを作
成する。この際、アンケートを実施し、現状
の問題点、要望、期待度をヒヤリングしてま
とめる。学会は、11 月の日本脳神経血管内治
会学術総会を予定する。開発ソフトの事業化
に向けて競合他社の開発進捗についての調
査を平行して実施し、市場調査の結果ととも
に開発ソフトの販売戦略を策定する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

脳血管内治療学会にてアンケートを実施し以下の
回答をえている。企業展示への来場者及びランチョ
ンセミナー参加者にアンケート調査を実施した。脳
神経外科医師を中心に約 100 名から回答を得て、
85％が CFD 解析への強い関心を持っているという
結果であった。記名回答者約 60 名を潜在顧客リス
トとしてまとめたところ、そのうち 30 名は高い波
及効果が見込める大学病院の所属であった。本リス
トをもとに、今後も情報提供を継続し、H33 年の上
市に向けて販売戦略の策定を継続していく予定で
ある。また、学会発表および他の企業展示において、
本事業と競合するような製品は無いことを確認し
ているが、競合製品の動向についても継続調査を行
う。 

▶ 

本年度の目標は完了した。 
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）  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ソフトウェア性能評価 

3.1 ソフトウェア開発 

イービーエム株式会社が、医師、技師をユ 

ーザーとする CFD 専用ソフトウェアを開発
する。 

 

3.2 評価項目の体系化 

イービーエム株式会社が専用ソフトの評価
項目を体系的に整理し、早稲田大学とともに
検討を重ねることで評価項目を決定する。 

 

3.3 評価項目毎の評価方法の決定 

３．２で決めた評価項目毎に、イービーエ 

ム株式会社が評価法を提案し、早稲田大学と
ともに検討を重ねることで評価方法を決定
する。 

 

3.4 ソフトウェア標準性能評価（工学） 

イービーエム株式会社がソフトウェア標準 

性能評価（工学領域）を実施する。結果を早
稲田大学とともに検討を重ねることで報告
書をまとめる。 

 

3.5 ソフトウェア標準性能評価（医学） 

イービーエム株式会社がソフトウェア標準 

性能評価（医学領域）を実施する。ここでは、
東北大学、広南病院、神戸中央市民センター
病院、東京大学、東京医科歯科大学と連携し、
以下を達成する。 

 

（A）CFD 実施可能率の算出： 

開発ソフトは結果に対するユーザー依存 

性を低減させるために、医用画像から血管形状の

構築などのこれまで多くの手作業を必要とした工

程をソフトウェア内でオートメーション化してい

る。ここでは、CFD を実施できる症例と実施でき

ない症例を検討し、入力とする医用画像の仕様を

確定し、CFD 実施可能率を算出する。 

 

▶ 

 

3.1【進捗 100％：○】 

3DRA 画像（主要評価項目に対する入力画像）にお
いて 95％程度の CFD 実施成功率を達成し、目標基
準を上回ったため、ソフトウェア開発を完了した。 

 

3.2【進捗 100％：○】 

PMDA との開発前相談を実施済みであり、提案した
ソフトウェア評価項目、評価法で充足性が得られて
いることを確認した。 

 

3.3【進捗 100％：○】 

PMDA との開発前相談を実施済みであり、提案した
ソフトウェア評価項目、評価法で充足性が得られて
いることを確認した。 

  

 

3.4【進捗 100％：○】 

ソフトウェア性能試験計画書が確定し、2017 年 6

月末に性能試験報告書を完了する見通しとなった
ため。 

 

 

3.5【進捗 100％：○】 

以下の項目を総括して。 

 

 

 

 

 

（A）3DRA 画像にて 95％の CFD 実施成功率（血管形状

抽出はコンピュータによる完全自動化を達成）、それに伴

い 3DRA 画像の推奨条件を確定することができた（表 6）。 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

3.1 本年度の目標は完了した。 

 

 

 

 

 

3.2 本年度の目標は完了した。 

 

 

 

3.3 本年度の目標は完了した。 

 

 

 

 

 

3.4 本年度の目標は完了した。 

 

 

 

 

 

3.5 本年度の目標は完了した。 
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）  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 

（B）CFD プロトコル： 

CFD を実施できない症例の原因を明らかにし、

CFD 不可基準を文書化する。 

 

（C）脳動脈瘤の発症部位による影響調査 

脳動脈瘤には好発部位があるが、好発部位毎に解

剖学的特徴が異なるため血流の特徴も異なること

が予想される。ここでは、発症部位毎に術後の瘤

再発の有無と血流の関係を検討することで発症部

位の影響を考慮する必要性を明らかにする。 

 

 

（D）ステント併用術の影響調査 

コイル塞栓術は、コイルの瘤外への突出を避ける

ためにステントを併用する場合がある。ステント

併用後の症例では、血管形状が直線化するなどの

結果が報告されている。ステント併用術は術後の

血流に影響を与える可能性がある。そこで、ステ

ント併用術と術後瘤再発の有無との関係を検討す

ることで、ステント併用術の影響を考慮する必要

性を明らかにする。 

 

（E）再発予測指標の決定 

（C）（D）を総合的に検討し、治験で検証すべき

再発予測指標を決定する。 

 

 

 

 

 

3.6 ソフトウェア実践性能評価 

開発ソフトにおいて、１）医用画像、２）血
液物性、３）境界条件の影響を明らかにする。
本年度は、そのための試験プロトコルを確定
する。１）医用画像では、ゴールドスタンダ
ードである 3D Rotational Angiography に対し
て、CTA や MRA といった異なる診断装置を
使用した際の影響を明らかにするための方法
論を確立する。影響を認めないと判断された

（B）CFD を実施できない症例のデータベース化および

その特徴抽出を完了している。2017 年 5 月末には文書化

を終える予定である。 

 

（C）300 症例ほどの後向き研究を実施し、内頚動脈瘤と

脳底動脈瘤では瘤再発の発生時期に違いがあることが明

らかとなり、治験で対象とする瘤の部位を内頚動脈瘤と

することを決定できたため。瘤の再発は全体の 7-8 割が 1

年以内に発生することが知られているが、脳底動脈に限

定すれば、9 割を超える症例が 1 年以上の期間を経て瘤再

発に至ることが明らかとなった。 

 

（D）300 症例ほどの後向き研究を実施し、ステントの有

無は瘤再発に影響しないことを明らかにできたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（E）表 7 に示す結果（治験プロトコル相談にて提示した

結果）より、治療前情報としては、瘤流入流量比が最大

感度 75%（95％CI60-86%）を示しており、単独指標とし

ては最も有望であると判断している。現在、表 3(2) (A)-(C)

に示す課題に取り組んでいるが、すでに統計処理の工程

に入っており、2017 年 6 月に予定するフォローアップ面

談にて再発予測指標を固定できる見通しがあるため。 

 

3.6【進捗 100％：○】 

 医用画像評価のためのプロトコルを確定し、
パイロット試験の達成までに至ったため。 

 使用予定の血液粘度計と工学用途の標準粘
度計を用いた比較を完了し、十分な精度を検
証済みである。フィールド試験を行なうため
に血液粘度計を広南病院に貸出し、パイロッ
ト試験により運用可能な状態に達したこと
を確認したため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 本年度の目標は完了した。 
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）  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 

場合、対象の医用画像を含めて薬事申請を行
う予定である。２－３は、３．４で実施する
各因子の影響度調査のバリデーションであ
る。２）血液物性では、早稲田大学に設置さ
れた工学用途の標準粘度計を用いて、使用予
定の医療用途の血液粘度計の計測手法および
精度を明らかにする。３）境界条件では、位
相コントラスト MRI による患者毎、血管毎の
血流量計測値を用いて、開発ソフトの境界条
件推定法に関するバリデーションの方法論を
確定する。 

 境界条件では PC-MRI による血流量計測プロ
トコルを確定しパイロット試験により運用
可能な状態に達したことを確認したため。 

④薬事相談 

4.1 対面助言準備面談（開発前相談） 

4.2 対面助言（開発前相談） 

株式会社根本杏林堂は、イービーエム株式会
社、東北大学とともに PMDA と準備面談を
実施する。そこでは、医療機器開発の戦略、
治験の要否を含む承認申請に必要だと考え
られる概念的な要求事項に関して指導およ
び助言をいただく。その後、対面助言を実施
し、医療機器化の基本方針を確定させる。こ
の際、東北大学病院臨床研究推進センターが
アドバイザーとなる。 

 

4.3 対面助言準備面談 

（プロトコル相談（治験）） 

4.4 対面助言 

（プロトコル相談（治験）） 

治験が必要となった場合には、株式会社根本
杏林堂は、イービーエム株式会社、東北大学
とともに PMDA と準備面談を実施する。そ
こでは、治験デザイン、症例数の妥当性につ
いて指導および助言をいただく。その後、対
面助言を実施し、治験プロトコルを確定させ
る。この際、東北大学病院臨床研究推進セン
ターがアドバイザーとなる。 

 

 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

4.1-2 開発前相談の対面助言を終了し、予定した項
目に関して充足性を得たため（表 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3-4 治験プロトコル相談の対面助言を終了し、治
験デザインに関し、対象症例、主要評価項目設定の
方向性、統計処理方法、解析体制等について概ね問
題ない旨の回答を得た（表 3）。一方、主要評価項
目の設定根拠に用いた先行研究は最終バージョン
のソフトウェアを使用していなかったため、再解析
を実施し、現在解析結果の検討を生物統計の専門家
とともに行っている。これらの結果をもとに 2017

年 6 月にはフォローアップ面談を予定している。フ
ォローアップ面談の結果をもとに、必要に応じて治
験プロトコルに関する追加相談を実施することを
予定している。2018 年 1 月から患者登録を開始す
るためには、遅くとも 2017 年 8 月内で追加相談を
行なう必要があることを PMDA と共有している。
現在のところ、治験の症例数は 250、症例登録期間

▶ 

 

4.1-2 本年度の目標は完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3-4 本年度の目標は完了した。 
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）  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 

9 ヶ月を予定しており、現在までに、達成のための
参画施設候補（12 施設）を選定してある。表 8 に
治験デザインの概要をまとめる。 

 

⑤治験の準備 

5.1 治験プロトコルの作成 

株式会社根本杏林堂、イービーエム株式会 

社は治験プロトコルを作成し、東北大学、
広南病院、神戸中央市民センター病院、東
京大学、東京医科歯科大学とともに治験プ
ロトコルを確定する。この際、東北大学病
院臨床研究推進センターが支援する。 

5.2 治験準備 

株式会社根本杏林堂は、CRO と契約し、治 

験準備のための体制整備、文書整備を実施
する。この際、東北大学、東北大学病院臨
床研究推進センターが支援する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

5.1-2 治験計画の概要をほぼ固定し（主要評価項目、
副次評価項目、症例数、統計解析手法、治験参画施
設）、治験経費の総額を算出した。治験準備に関し
ては、CRO、ARO との連携体制が確立し、文書の
ブラッシュアップを進めている。2017 年 5 月上旬
には、東北大学が、治験参画施設候補に、第１回目
の治験説明会を実施する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

5.1-2 本年度の目標は完了した。 

⑥知財の管理 

イービーエム株式会社は、本事業に関する知
財の出願に関しては終了しており、必要に応
じて周辺特許の拡充、ならびに、競合する可
能性のある会社の特許申請状況をこれまで
通りモニタリングして情報収集に努める。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

本事業に関する知財の出願は終了している。必要と
判断されたものは追加申請を行なう予定である。競
合他社の状況は毎月一度のペースでモニタリング
している。 

 

▶ 

 

6. 本年度の目標は完了した。 
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(4) 28 年度の到達点（総括） 

 

【ソフトウェア開発】イービーエム株式会社は、医師、技師をユーザーとする CFD 専用ソフトを開発し、

入力画像の仕様を固定し、ソフトウェア性能検証の終了の目処が立った（2016 年 6 月末）。専用ソフト

は、ユーザー依存性を低減すべく「自動化」をキーワードにしたものであり、医用画像からの血管形状

構築を全自動化するなどのこれまでにない新たな機能を含んでいる。3DRA 画像にて CFD 実施成功率

95％を達成しており、リアルワールドに耐える性能を有することを確認した。 

 

【ソフトウェア評価】イービーエム株式会社は早稲田大学とともに、ソフトウェアの評価項目、評価方

法を体系的に整理して、株式会社根本杏林堂、東北大学脳外科、東北大学病院臨床研究推進センターと

ともに PMDA との開発前相談を実施し、評価項目、評価方法に関して充足性を得ることができた（表 2）。

CFD 専用ソフトの承認申請は国内外でも例が乏しく、評価項目や評価方法に関する前例がないなかでの

取り組みであった。評価関連以外にも、製品の構成、治験の要否、クラス、区分、に関して見解をいた

だき、ユーザートレーニング、市販後ソフトウェア変更に関する考え方を PMDA と共有済みであり、現

在これらの文書化の整備を実施している（2017 年 6 月末完了予定）。 

 

【治験準備】東北大学、広南病院は CFD ソフトを活用した Pilot study として脳底動脈を対象として流

入流量比 0.5 が塞栓後の再発の有無を予測することができることを明らかにし、権威ある専門誌 stroke

で表紙を飾るほどのインパクトであった（図７）。その後、Feasibility study として、東京大学、神戸中

央市民センター病院等でも解析が開始され（総計 300 症例ほど）、部位依存性、ステント併用術依存性な

どが明らかとなった（表 7）。治験開始に際して PMDA と治験プロトコル相談を実施し、治験デザインに

関し、対象症例、主要評価項目設定の方向性、統計処理方法、解析体制等について概ね問題ない旨の回

答を得た。一方、主要評価項目の設定根拠に用いた先行研究は最終バージョンのソフトウェアを使用し

ていなかったため、再解析を実施し、現在解析結果の検討を生物統計の専門家とともに行っている。こ

れらの結果をもとに 2017 年 6 月にはフォローアップ面談を予定している。フォローアップ面談の結果を

もとに、必要に応じて治験プロトコルに関する追加相談を実施することを予定している。2018 年 1 月か

ら患者登録を開始するためには、遅くとも 2017 年 8 月内で追加相談を行なう必要があることを PMDA

と共有している。現在のところ、治験の症例数は 250、症例登録期間 9 ヶ月を予定しており、現在まで

に、達成のための参画施設候補（12 施設）を選定してある。2017 年 5 月上旬には、東北大学が参画施設

候補に対して第 1 回目の治験説明会を実施する予定である。 
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※ 本事業外であるが、周辺事項として下記にまとめる。 

 

【ランチョンセミナー】 

普及活動として、脳血管内治療学会で展示ブース、ランチョンセミナーを実施したところ大変盛況であ

った（図８）。ランチョンセミナーは満員となり参加者は 300 名程であった。 

 

【教育レクチャー】 

教育活動としては、日本機械学会主導で一般の医師や技師を対象とした「血流シミュレーション講習会」

が初開催され（図９）、2017 年度には二度実施する予定である（2017 年 5 月京都大学、2018 年 1 月札

幌医大）。 

 

【ソフトウェアガイドライン】 

ガイドライン作成として、平成 28 年度次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業としてワー

キンググループが立ち上がり、有識者（アカデミア）、厚生労働省、PMDA、国立医薬品食品衛生研究所

が連携して、評価ガイドラインの策定を実施している(1)。 

 

(1) http://dmd.nihs.go.jp/jisedai/blood_flow/H28_blood_flow_report.pdf 

 

 

【学会連携】 

学会連携としては、日本機械学会と日本脳血管内治療学会は学会連携を締結しており、そこでのメイン

トピックの一つが血流シミュレーションであり、2017 年度における各々の学会でジョイントシンポジウ

ムを開催する予定である。 

 

【研究会発足】 

血流シミュレーションに関する研究会としては、血流シミュレーションの解析方法および結果解釈の標

準化を推進する研究会（CFD-BIO Meeting）が組織化され、第１回目の会合を 2017 年 6 月下旬に予定

している。また、日本放射線技師会では、CFD のための標準医用画像検討委員会（仮）の設立を 2017

年 8 月に予定している。 
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表６ 3DRA の推奨撮像条件 

項目 内容 備考 

画像種類 3D-RA Subtraction 

造影－非造影差分処理が行われ

た差分画像を対象とする。（注）

差分処理を行っていない骨付の

画像は対象外とする。 

撮影範囲 

ICA C6セグメントからMCA M2セグ

メント、および ACA A1 セグメントま

でを含んでいること。 

 

FOV 指定なし Pixel Spacing を基準に空間解像

度を規定する。画像サイズは二種

より選択でき、FOV は従属変数

とする。Pixel Spacing と Slice 

Thickness は同一とする（等方性

のボクセル）。 

 

画像サイズ 
512×512 or 

256×256 pixels 

Pixel Spacing 0.2-0.3 mm 

Slice Thickness = Pixel Spacing 

Spacing between Slices = Slice Thickness 

Bits 16 bits（8 bits） 

16 bits を推奨とするが、メーカ

ーを指定して 8 bits にも対応

可能である。 

造影剤 
注入速度 4ml/s 以上 

希釈無し 
頭蓋内内頚動脈を対象として。 

血管認識 

ICA(C5)の最大信号値が、周囲組織の

ものより十分なコントラスト（5000

以上）を呈すること。 

 

アーチファクト 

 

以下のアーチファクトがない、または

十分に低減されていること。 

 メタルアーチファクト 

 モーションアーチファクト 

 造影剤注入アーチファクト 

 ビームハードニングアーチファクト 

 

X 線管電圧 メーカー指定標準値 

施設毎のユーザーが選択する場

合は、スタンダードとする。 

X 線管電流 メーカー指定標準値 

再構成関数 メーカー指定標準値 

再構成時平滑化フィルタ メーカー指定標準値 

他 院内プロトコルに沿う  



 

29 

表７先行研究（Feasibility study）のまとめ 

試験目的 
（主）瘤流入流量比によるコイル塞栓術後瘤再発予測性能の検証 

（副）治療情報（コイル充填率、ステント併用術）の依存性の検証 

デザイン 後向き観察研究（国内、施設数 2） 

試験方法 

■対象 

 内頚動脈の嚢状型の脳動脈瘤（未破裂瘤） 

 コイル塞栓術を施行した症例 

 計 333 症例 

 内訳 ステント併用有 88（26％）、無 245（74％） 

再発有 36（11％）、無 297（89％） 

 3D-RA（GE 社製, Philips 社製）16 bits、pixel spacing 0.2～0.3 mm 

 slice pitch、slice thickness は pixel spacing と同一 

■脳動脈瘤血流解析ソフトウェア hemoscope（v.1.6） 

■脳動脈瘤形態血流特徴量抽出プログラム（v.2.3） 

血管形状 半値法 

※適応的半値法によるコンピュータ自動形状構築 

※一部の症例は画一的半値法を含む（Ziostation2） 

内頸動脈瘤 IC C5 より A1、M1 まで 

直径 1mm 以下の分枝は削除 

血液物性 密度 1050 kg/m3、粘度 0.004 Pas（ニュートン流体） 

境界条件 壁面せん断応力一定理論（1.5 Pa）による血管毎での推定流量 

計算条件 （A）ハイブリッド非構造格子 

 主流部の格子 代表長さ 0.25 mm 

 境界層のレイヤー数 3 

 壁面最近傍格子 0.125 mm（幅）、0.05 mm（高さ） 

 入口延長 5Di（Di：入口血管径（中央値）） 

 出口延長 10Do（Do：出口血管径（中央値）） 

（B）有限体積法による 3 次元定常流解析（1 症例 10-20 分） 
 

評価項目 

コイル充填率、ステント併用、瘤ネック長さ、瘤アスペクト比、瘤体積、親血管流量、親血管平均流速、

瘤流入面積、瘤流出面積、瘤流入流量、瘤流入流量比、瘤ネック面速度、瘤ネック面速度(法線成分）、

瘤内速度、瘤壁面せん断応力、瘤ネック面運動エネルギー、瘤ネック面流入運動エネルギー 

試験結果 

脳動脈瘤に関する形態および血流情報のうち、単変量解析を実施し、再発群と非再発群で有意差

（P<0.05）を認めた項目に関して、Youden Index を用いた ROC 解析より cut-off 値を定め診断能（感

度、特異度）を評価した。 

単変量解析より有意差を認めたものは、瘤ネック長さ、瘤体積、瘤流入流量、瘤流入流量比、コイル

充填率であった。これら項目は、形態情報、血流情報、治療情報での情報の種別、および取得できる時

期に応じて分類できる。本品は、治療前に治療後の再発リスクを算出して治療法選択を支援するもので

ある。よって、治療前情報において、感度および特異度を比較検討した。本品は、再発リスクの高い患

者を同定することが目的であるため感度を優先して比較したところ、瘤流入流量比の感度が 75%と最

大値を示した。従って、本品で用いる指標としては瘤流入流量比が望ましいという結論に至った。 

種別 
時

期 
項目 

単変量 

P 値 

AUC 

(カットオフ) 

感度 

(95%CI) 

特異度 

(95%CI) 

形態

情報 

治

療

前 

瘤ネック長さ  0.0002 
0.66 

(4.1 mm 以上) 

69.4% 

(54-82%) 

59.6% 

(58-61%) 

瘤体積  0.0001 
0.66 

(74.6 mm3以上) 

61.1% 

(46-75%) 

66.0% 

(64-68%) 

血流

情報 

治

療

前 

瘤流入流量 0.0067 
0.65 

(40.4 ml/min 以上) 

69.4% 

(54-82%) 

62.0% 

(60-63%) 

瘤流入流量比 0.0052 
0.63 

(0.20 以上) 

75.0% 

(60-86%) 

52.9% 

(51-54%) 

治療

情報 

治

療

後 

コイル充填率 0.0461 
0.60 

(0.29 以下) 

79.4% 

(64-90%) 

44.3% 

(43-46%) 

 

試験判定 

 治療前情報のうち、瘤流入流量比の感度が最大値 75%を示したことから、コイル塞栓術後瘤再発

予測指標となる可能性がある。 

 治療後情報のうち、ステント併用は再発に影響せず、コイル充填率は影響を及ぼす。 
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表８ 治験プロトコルの要点（治験プロトコル相談提出資料より） 

（A）主要評価項目 

項目 内容 

主要評価項目 ROC解析において Youden Indexを用いて cut-off値を定め、瘤流入流量比による瘤再発に

対する診断能（感度、特異度）の 95%信頼区間下限値が目標値を上回ること。 

主要評価項目の閾値 感度 50％、特異度 40% 

先行研究内で得られた瘤ネック長さ、瘤体積、コイル充填率の感度、特異度の 95％信頼区

間下限値を参考にして決定。 

症例数の算出 断能の閾値を感度 50%、特異度 40%とし、期待値を感度 75%、特異度 50%とし、有意水準片

側 2.5%、検出力 80%と設定した場合の統計学的に必要最低症例数を 201名と算出した。中

止脱落を考慮し、250名が妥当であると判断するに至った。 

データ解析 コアラボ形式で実施 

画像判定委員会：再発判定 

血流解析委員会：治験機器によるデータ解析 

 

（B）副次評価項目 

項目 内容 統計解析 

瘤流入流量比の部

位依存性 

内頚動脈の部位毎解析 部位毎での診断能 

瘤流入流量比の治

療依存性 

コイル充填率の影響 

ステント併用の影響 

二群間での診断能の有意差検定 

低充填率 vs高充填率、ステント併用有 vs無 

多変量予測モデルの検討 

瘤流入流量比の機

器依存性 

DSA vs MRA 

DSA vs CTA 

相関係数による傾向分析 

差分の 95％信頼区間＜許容度 

ソフト形態診断の

有用性 

手動計測 vs 自動計測 二群間での有意差検定 

瘤再発予測性能の

比較検証 

形態情報 

血流情報 

ROC解析による診断能 

解析不可基準の適

合性検証 

CFD不可基準の確立 解析不可基準適合割合の算出 

機器毎での解析不可の発生率 

トレーニングの効

果検証 

Expert vs User 各々3名、中央値、項目毎で二群間の有意差検定 
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図７ 東北大学。広南病院での解析事例（事業内）
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図８ 左から脳血管内治療学会 2017 年度のロゴ、ランチョンセミナーの風景、展示ブースの外観と一コマ（事業外） 
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図９ 血流シミュレーション講習会（事業外） 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 

(2) 平成 28 年度委託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 

申請書の合否判定をいただいてから、AMED との契約書締結までに 3 ヶ月ほどを要したことは改善す

べきと認識している。第一回目伴走コンサルで個別の議論が先立ち、事業内、事業外を踏まえた全体像

の共有をしきれなかったのが要因とみれば、改善できる余地はあるとみている。 

 2) 事業の進め方 

AMED との情報共有や意思統一を契約書やメールベースで行うのではなく、より積極的に現地に赴き、

ミーティングをもつべきであったと感じている。 

 3) その他 

特になし 

 

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。 ○十分
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。 △一部
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。 ○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。 該当せず
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。 ○十分
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。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○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。 ○十分

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。 △一部
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。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ×不十分
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。 △一部

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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(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 

特になし   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

クラス２（予定） クラス２ PMDA開発前相談対面助言の反映 

承認（予定） 承認 PMDA開発前相談対面助言の反映 

新（予定） 新または改良（臨床あり） PMDA開発前相談対面助言の反映 

動脈瘤治療候補 コイル塞栓術 PMDA開発前相談提出資料の反映 

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） 

特になし   

   

   

 

(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 治験の有無から相談したほうがよい PMDA との相談において治験要との回答を得た。 

知財 米国ではパテントトロールに配慮すべき 米国等の海外進出は 2020 年度以降での実施予定である。イービ

ーエム（株）は日米を中心として知財を確保しているが、特に米

国内での特許情勢は活発化しており、適切なモニタリングの維持

と海外進出に際しては適切なパートナーシップが不可欠と考えら

れる。 

技術・評価 特になし  

そ の 他 事 業

化全般 

当該アプリケーション単体で事業化するのではなく、より汎用的に使用

することができるソフトウェアと共存させたほうがよいのでは？ 

本事業申請内においては当該アプリケーションに限定している

が、本事業外でプラットフォームとして医療機器での承認申請を

予定している（2017 年度内）。ソフトウェアは二階建て（プラッ

トフォームとアプリケーション）とすることで対応している

（PMDA と共有済み）。 
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(5) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

平成 28年度末までに事業化する医療機器の PMDAプロ

トコル相談（治験）を終了させること 

PMDA と治験プロトコル相談を実施し、治験デザインに関し、対象症例、主要評価項目設定の

方向性、統計処理方法、解析体制等について概ね問題ない旨の回答を得た。一方、主要評価

項目の設定根拠に用いた先行研究は最終バージョンのソフトウェアを使用していなかったた

め、再解析を実施し、現在解析結果の検討を生物統計の専門家とともに行っている。これら

の結果をもとに 2017年 6月にはフォローアップ面談を予定している。フォローアップ面談の

結果をもとに、必要に応じて治験プロトコルに関する追加相談を実施することを予定してい

る。2018年 1月から患者登録を開始するためには、遅くとも 2017年 8月内で追加相談を行な

う必要があることを PMDAと共有している。 

医師主導治験を実施する場合は、その経費は合理性を

日本医療研究開発機構が承認することが必須であり

別途協議すること 

治験の症例数は 250、症例登録期間 9ヶ月を予定しており、現在までに、達成のための参画施

設候補（12 施設）を選定し、治験に要する経費の総額を算出した。日本医療研究開発機構と

別途協議を重ねられる段階に達した。 
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1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 29 年度の事業概要 

 

平成 29 年度は、ソフト性能評価、治験準備･開始、知財対応、販売戦略の 4 項目で実施する。 

 

ソフト性能評価として、イービーエム株式会社は、東北大学、広南病院、神戸中央市民センター病院、東京大学、東京医科歯科大学、早稲田大学と

ともに実践性能評価を実施する。評価対象は、ソフトの入力である医用画像、血液物性、境界条件とする。医用画像は、3 次元血管造影画像（DSA）

をベンチマークとして、MRA、CTA を含めた総合的評価を実施し、モダリティー毎での推奨撮像条件を確立する。血液物性および境界条件は、ソ

フトウェアで採用している標準値や推定値を実測値と比較することによりそれらの妥当性を示す根拠とする。 

 

治験準備･開始として、株式会社根本杏林堂と東北大学は、東北大学病院臨床研究推進センターの支援のもと、治験準備を実施し 2018 年１月より症

例登録を開始する。知的財産として、イービーエム株式会社は、平成 28 年度同様に競合可能性のある他社の知財状況を定期的にモニタリングする。

販売戦略として、アミン株式会社は、潜在顧客リストの作成を継続するとともに、CFD に興味を有する脳神経外科医の所属施設において、大型画

像診断機器の更新情報の調査を行い販売見込みリストを作成する。 

 

 

(2) 平成 29 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

① 医用画像 イービーエム、広南病

院、早稲田 

A) イービーエム株式会社は、分担医療機関における、撮像装置（DSA、MRA、CTA）の撮像条

件を調査する。 

B) イービーエム株式会社は、早稲田大学とともに、シリコーンゴム製血管ファントムを作成し、

高解像度マイクロ CT 撮影した画像による血流シミュレーションの結果を Ground truth とす

る。 

C) イービーエム株式会社は、東北大学、広南病院とともに、シリコーンゴム製血管ファントム

をもちいて DSA 撮影を行い、Ground truth の結果と比較することで DSA 画像による血流シ

ミュレーションの精度を数値化する。 

D) イービーエム株式会社は、分担医療機関とともに、同一患者で異なるモダリティー（DSA vs 

MRA, DSA vs CTA）による画像を収集し、血流シミュレーションを実施する。結果の逸脱度

を数値化することでモダリティーによる影響を評価する。 

 

E) イービーエム株式会社は、分担医療機関とともに、血流シミュレーションに適した推奨撮像
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項目名 実施主体 具体的な内容 

条件をモダリティー毎に確立する。 

 

② 血液物性 イービーエム、広南病

院、早稲田 

イービーエム株式会社は、東北大学、広南病院とともに、脳動脈瘤患者の血液粘度を計測して標準

値との差異を明らかにする。早稲田大学では健常者の血液粘度を恒常的に計測してきており、健常

値との違いを参考に加え、疾患の有無、年齢、投与薬の影響を明らかにして、ソフトウェアで採用

している標準値の精度を数値化する。 

 

③ 境界条件 イービーエム、広南病

院、早稲田 

イービーエム株式会社は、東北大学、広南病院とともに、脳動脈瘤患者の血管毎の流量を計測して

推定値との差異を明らかにする。早稲田大学では健常者の血管毎の流量を恒常的に計測してきてお

り、健常値との違いを参考に加え、疾患の有無、年齢、投与薬の影響を明らかにして、ソフトウェ

アで採用している推定値の精度を数値化する。 

 

④ 治験準備〜開始 東北大学、根本杏林堂  株式会社根本杏林堂と東北大学は、東北大学病院臨床研究推進センターとともに治験準備を実施す

る。東北大学は、治験実施機関として治験参画施設とともに治験実施体制を整備する。2018 年 1 月

より症例登録を開始する。 

 

⑤ 知財対応 イービーエム イービーエム株式会社は、本事業に関する知財の出願に関しては終了しており、必要に応じて周辺

特許の拡充、ならびに、競合する可能性のある会社の特許申請状況をこれまで通りモニタリングし

て情報収集に努める。 

 

⑥ 販売戦略 アミン 潜在顧客リストの継続的改善および、CFD に興味を有する脳神経外科医の所属施設において、大型

画像診断機器の更新情報の調査を行い販売見込みリストを作成する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社根本杏林堂 経営企画室 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-20 

電話: 03-3818-3541 / FAX: 03-3818-3684 / E-mail: sakata@nemoto-do.co.jp 

 

  


