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第１章 事業の概要 

１-１. 研究開発の背景・目的及び目標 

１. 実施計画の細目 

(１)事業の目的 

脳動脈瘤は脳の血管の一部が膨らむ病気であり、膨らみが大きくなると破裂し、く

も膜下出血の最大の原因となる。 

我が国でのくも膜下出血の患者数は、年間新たに 12～13 万人が発症していると見

られ、人口 1 万人中 1.5%～2%に相当し、今後も増加すると想定されている。しかも、

発症した患者の 10～15% が病院に到着するまでに死亡し、50%以上が破裂後 30 日以

内に合併症（再出血、血管攣縮による脳梗塞）を発症し、生存したとしても約半数は、

何らかの永続的な後遺症により QOL が著しく低下し、寝たきり患者となるため、特に

発症の初期段階での迅速な措置が重要となる。 

 くも膜下出血を事前に防ぐためには、瘤をつまみ瘤に血液を流れなくする方法や瘤

にワイヤを詰める方法が一般的には行われているが、瘤の裾が広い場合につまむ事が

困難であるケースや、ワイヤが血管内に落下するケースがあるため、近年では「ステ

ント」と呼ばれる金属製のチューブを血管内に留置し、血管の破裂を防ぐ手術が行わ

れている。 

しかしながら現在広く使用されているステントは正常な分岐血管の血流を遮蔽す

ることによる脳梗塞や、予期せぬ術後動脈瘤の破裂を誘発すること、さらにデリバリ

ーシステムの口径が大きいことによる伸縮性能や展開性能に問題があるために、医療

現場での安全性や個人差の極めて大きい脳血管構造や脳動脈瘤の形状を考慮したサ

イズ選択が困難で、その留置手技は術者の経験に依存しているという問題がある。 

そこで、本事業では、以下の３点を主たる目的とし開発を行った。 

 

①流体力学的手法を用いて最低限の金属面積で最大限の血流抑止効果を高めた新

たなステントを実現する。 

②コンピュータシミュレーションにより脳の血管構造から血管や動脈瘤への負荷

を推測し、事前にパターン化されたステントのサイズから個々の症例に最適なステン

トを選択できるセミカスタムメイドステントという新しいコンセプトを実現し、術者

の経験に依存することなく留置手術を実現する方法を確立する。 

③クラウドサービスによるソフト提供により、安価に利用できる製品・サービス開

発を行い、市場への普及を図る。 

 

なお、本事業は、平成 27 年に治験を終了し、平成 28 年に薬事申請を行い、日本国

内ばかりでなく、海外展開も目標とし、平成 29 年の上市を目指す。 
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(２)本年度事業概要 

コイルとの併用を前提としつつ、血管を伸ばす効果を有するステントについて、生

物学的安全性の確認、及び動物実験による評価など並行して進めつつ、仕様を確定す

る。 

数値流体力学（CFD）を用いた解析ソフトウェア（以下、流体解析（CFD)ソフト）

の仕様決定及び設計を行い、医療画像・映像撮影機器の選定、DICOM データ（医療画

像データ）の取り込み、3D での表示を行うシステムを開発する。 

またターゲット領域（分析したい脳動脈瘤部分）を抽出するプログラムも開発する。

本年度はそれぞれのモジュールが単体で動くシミュレーションを行う。 

 

 

１-２. 事業実施体制 

１. 組織 

  

図表 １-１ コンソーシアム体制図 

 
 

２. 総括事業代表者及び副総括事業代表者 

・総括事業代表者 

西内 誠 

朝日インテック株式会社 

研究開発グループ グループマネージャー 

 

・副総括事業代表者 

吉田 健士 

スキルアップジャパン株式会社 

事業戦略室 室長 
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３. 実施・管理体制 

事業管理機関：スキルアップジャパン株式会社 

事業実施機関：学校法人慈恵大学・東京慈恵会医科大学 

   メディベーション株式会社 

   朝日インテック株式会社 

 

１-３. 成果概要 

次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化

計画を記載する。 

 

１ . 開発製品「脳動脈瘤治療用セミカスタムメイドステント」  

【訴求ポイント】 

流体力学的手法を用いて最低限の金属面積で最大限の血流抑止効果を高めた新た

なステントを開発すると共に、コンピュータシミュレーションにより脳の血管構造か

ら血管や動脈瘤への負荷を推測し、事前にパターン化されたステントのサイズから

個々の症例に最適なステントを選択できるセミカスタムメイドステントという新し

いコンセプトを実現することを目的とする。平成 29 年度の上市を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

図表 １-２ 開発製品概要（脳動脈瘤治療用ステント） 

                     脳動脈瘤治療用ステント 一般的名称 
中心循環系血管内塞栓促進

用補綴材 

クラス分類 クラスⅣ 
許認可区

分 
届出 申請区分 後発 

製造販売業

者 
朝日インテック株式会社 製造業者 朝日インテック株式会社 

販売業者 朝日インテック株式会社 その他（部材供給）   

    
上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：   ） 

薬事申請時

期 

2016 年 11 月 2017 年 2 
月 

上市時期 2017 年 12 月 2017 年 12 月 

 

図表 １-３ 開発商品（脳動脈瘤治療用ステント） 
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図表 １-４ 開発ソフト概要（脳動脈瘤治療用シミュレーションソフト） 

製品名 脳動脈瘤治療用シミュレ

ーションソフト 

一般的名称  

製造販売業者 スキルアップジャパン株

式会社株式会社 

製造業者 スキルアップジ

ャパン株式会社

株式会社 

販売業者 スキルアップジャパン株

式会社株式会社、朝日イ

ンテック株式会社 

その他（部材供

給） 

 

    

販売計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

販売時期 2015 年 未定 月 2015 年 未定 1 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
1 シュミレーションソフトに関しては薬事申請を想定していないが、販売営業の開始（マー

ケティング開始を含む）は 2015 年中を予定する。  

図表  １ -５ 開発ソフト（CFD ステントソフトウェアアプリケーション概要） 
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図表 １-６ 開発ソフト（CFD ステント用エディタ） 

 
 

 

図表 １-７ 開発ソフト（CFD ステント用動画ビューワー） 
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２ . 事業化計画  

(１)事業化に向けた現状ステータス 

 

①機器の開発（実証）目標達成状況 

ステント及びそのデリバリーシステムについては、開発上の重要課題の抽出とその

対策・対応の目処がつき、並行して量産体制の整備に向けた活動を開始した状況にあ

る。 

 

②薬事対応状況 

当初、欧州（CE）への申請を先行させるべく活動してきたが、法規制の強化の動向

を踏まえ、従来同様の申請が可能を検討した結果、臨床データが必須との結論に達し

た。これに伴い、国内での治験、薬事申請を先行させる計画への見直しを実施し、PMDA

との調整に向けて情報収集など準備を開始する。 

薬事面での課題としてソフトウェアの扱いがあり、この点については今後も検討が

必要である。 

 

③知財確保状況 

本事業期間中における新規特許出願及び取得はなし。並行して国内、米国、欧州を

中心に当該開発品に関する特許調査を継続的に実施する。 

 

④その他（事業化体制等）の整備状況 

ステントの販売については日本国内、欧州ともに、既に販売を開始している脳血管

内治療用デバイスの販路を活用することを基本とした体制を想定しており、概ね目処

はついている。 

今後の課題として、ソフトウェアを含めた中での体制を薬事的対応の方針に合わせ

て整備する必要がある。 

 

(２)市場性（想定購入顧客）の検討結果 

①医療現場でのニーズ 

脳動脈瘤に対する低侵襲カテーテル治療としてステントの編み目を細かくしたフ

ローダイバーター（FD）と呼ばれる血流抑制効果の高いステントが使用されている。

しかしながら現在の FD は正常な分岐血管の血流を遮蔽することによる脳梗塞や、予

期せぬ術後動脈瘤の破裂を誘発すること、さらにデリバリーシステムの口径が大きい

ことによる伸縮性能や展開性能に問題があるために、医療現場での安全性や個人差の

極めて大きい脳血管構造や脳動脈瘤の形状を考慮したサイズ選択が困難で、その留置

手技は術者の経験に依存している。流体力学的手法を用いて最低限の金属面積で最大

限の血流抑止効果を高めた新たなステントを開発すると共に、コンピュータシミュレ

ーションにより脳の血管構造から血管や動脈瘤への負荷を推測し、事前にパターン化

されたステントのサイズから個々の症例に最適なステントを選択できるセミカスタ

ムメイドステントという新しいコンセプトを実現することが求められている。 
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②現状における問題点 

我が国での脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血の発生数は、人口 1 万人中 1.5％～

2％に相当すると言われている。このうち 10～15％ が病院に到着するまでに死亡し、

50％以上が破裂後 30 日以内に合併症（再出血、血管攣縮による脳梗塞）を発症する

ことに加え、生存者の約半数は、何らかの永続的な後遺症により QOL が著しく低下し、

寝たきり患者となる最も大きな要因の一つとなっている。脳動脈瘤に対する低侵襲カ

テーテル治療としてステントの編み目を細かくしたフローダイバーター（FD）と呼ば

れる血流抑制効果の高いステントが使用されている。しかしながら現在の FD は正常

な分岐血管の血流を遮蔽することによる脳梗塞や、予期せぬ術後動脈瘤の破裂を誘発

すること、さらにデリバリーシステムの口径が大きいことによる伸縮性能や展開性能

に問題があるために、医療現場での安全性や個人差の極めて大きい脳血管構造や脳動

脈瘤の形状を考慮したサイズ選択が困難で、その留置手技は術者の経験に依存してい

るという問題がある。 

 

③本機器の想定顧客および市場規模 

a．国内 

日本国内において脳動脈瘤のコイル塞栓術は、現状年間 7,000例から 8,000例が施行されており、

その数は今後欧米並の 16,000 程度になることが予想される。この治療法は低侵襲であることから、

患者からの要望も多いが、脳動脈瘤の形状、大きさによっては実際には適応できない症例も多く存

在する。特に脳動脈瘤入口部の広いもの(wide neck)は、コイルの安定した留置という面からリスク

が高く、治療に難渋する。また、これらの脳動脈瘤は術後の中長期成績も良好とは言えず、時に再

発増大を来たし、再治療の必要な症例も存在する。Wide-neckに対する治療デバイスとして頭蓋骨内

塞栓術用コイルアシストステント(第 1 世代：AS)が開発、上市されており、日本国内においては、

米国製 2種類の ASが承認され、年間 1,000-2,000例の適応症例がある。しかし、再発予防、中長期

的予後の改善といった面からは ASは期待された効果は十分でない。 

一方米国発で ASよりステントの編み目を細かくした血流整流効果型ステント(FD)と呼ばれる第二

世代のステントが開発された。FD はコイルを併用しなくてもステントの整流効果により動脈瘤を閉

塞させる夢のデバイスとして期待されたが、目を細かくした分、大口径となり使いずらく合併症も

多いことが問題である。 

本計画での頭蓋内コイル塞栓術アシストステントは、流体学的解析手法を用いることで FDなみの

血流改善効果による中長期的予後の改善、再発率の軽減と同時に ASよりも小口径システムを実現す

ることで実臨床での使い勝手のよさと安全性の向上を両立させる、第三世代の脳動脈瘤治療用、血

流整流効果付きコイルアシストステントである。さらに付属の流体解析ソフトを用いて、術中に最

適のステントサイズと長さを選び、効果をシュミレーションすることで、効果的で安全な脳動脈瘤

のコイル塞栓術治療を行うことが出来るようになると考えている。流体解析ソフトシステムを用い

て頭蓋内コイルアシストステントを選択することは、手術に関連したデバイスの選択ミス、適応ミ

ス等による予防可能な合併症を未然に防止することになり、治療における合併症、再発増大した脳

動脈瘤に対する再治療症例が削減可能となり、医療費削減に大いに役立つと考える。 

流体解析（CFD）ソフトの医療利用に関しては学会でも注目を集めており、その有用性に関する論

文が過去 5年間で 80本程度発表されている。しかし以下の理由により医療現場での利用の普及には

至っていないのが現状である。 

 

A．価格が高価である 

流体解析（CFD)ソフトは汎用性が低いことから開発コストがかかるため、その価格は高額である。 



 

9 

購入価格は約 1 千万円、ランニングで年間費用 400 万円程度かかる。またリースでも年間 250 万円

かかる他、同様に 400万円程度のランニング費用がかかり、医療現場での導入が難しい。 

B．操作方法が難しい 

流体解析（CFD)ソフトは元々、理工学の知識や技術がある研究者が利用する前提で開発されてお

り、医療従事者が利用することを想定していないため、非常に操作が難しい。 

 

厚生労働省 [1]によると、平成 23 年 1 年間の死因別死亡総数のうち、脳血管疾患は 12 万 3,867

人で全体の 9.9 パーセントを占めており、全死因の上位から 4 番目であった。また、このうち脳梗

塞は 7 万 3,273 人であり、昨年と同様に脳血管疾患で死亡したうちの約 6 割の方が、脳梗塞が原因

で亡くなっている。また徳島大学の研究 [2] [3]によると、特に設備の整っていない地方の医療機

関においては、IT による医療補助ツールの有効性が非常に高いことが証明されており、安価で操作

性の高い本流体解析（CFD)ソフトを利用することが可能となるため、高い市場性があることが分か

る。 

また地方、都市部に関わらず本流体解析（CFD)ソフトと本ステントをセットで利用することで、

経験の浅い術者には最適なステント形状と留置場所の目安を得られるため安全性の高い手術を行う

ことができる。安価であることで現在他社による物理学用流体解析（CFD)ソフトを利用している医

療従事者からの利用切り替えも期待できる。また、ソフトウエアの市場規模はステントとセット販

売を行う場合、ステントの市場規模と同等であると考えられる。 

 

b．海外 

ステントに関しては海外学会における情報などから、フローダイバーター及びステントとコイル

との併用を含めて、動脈瘤再発防止の観点から治療における利用は増加する傾向にある。また、ス

キルアップジャパン株式会社はブラジルに子会社があることから、ブラジルでの市場調査を行った。

WHO [4]調べではブラジルは日本同様、脳血管疾患が死因の 30％を占め第 3位と非常に高い。南米に

おいてブラジルは医学校の数 [5]は非常に多く 104 校も存在し、卒業生は年間 4.7 万人にも達する

（次はアルゼンチンで 17校、4000人）。しかし、そのほとんどが公的医学校であり、私的医学校に

比べ教育レベルは高くない。そうしたことからターゲット層が多く存在し、かつシミュレーション

の訴求ポイントである経験の浅い術者による手術の安全性を高めるという課題にも一致することか

ら、本ソフトにおける市場ニーズが見込めることが分かった。 

   

(３)ターゲット市場における業界分析結果 

①競合製品／競合企業の動向 

ステント単体としては、海外メーカーにおいても開発を進めているとの情報がある。

但し、当該事業における開発品とは構造が異なるものと考えており、ステント留置後

にステントの網目の隙間からマイクロカテーテルを再挿入し、コイル追加を実施する

機能においては当該事業における開発品が優位性を保持しているものと推定する。 

②競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

他社競合品とは基本的な設計思想が異なるが、性能評価における共通項目について

評価を実施。特にステントの性能として重要な拡張性（自己拡張し、血管壁に密着す

る特性）については臨床上懸念されるリスクとステントとしての性能保持の観点から、

他社品同等以上の性能を有するものと判断する。 

また、患部までステントをデリバリーする際の抵抗についても上記の拡張性とのバラ

ンスを保持した中で、他社品同等レベル以上の性能と判断する。 
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(４)ビジネススキームの検討結果 

①売れ続けるためのビジネスの”仕組み”・マーケティング戦略 

a．国内市場へのマーケティング戦略 

朝日インテック株式会社は既に脳神経血管内治療領域に参入しており、国内ガイド

ワイヤーでのシェアは 60%に達しており、有力な医師とのパイプを有している。その

有力な医師（施設）で国内治験を実施することで協力を取り付けて、Japan ブランド

の価値を高め、日本の精密技術、製品精度を前面に押し出して事業展開を進捗させる

ことで、製品性能を含めて諸外国製品との差別化を図る。 

本製品は東京慈恵会医科大学脳神経外科と共同開発しており、国内企業による製品

（Japan ブランド）を前面に国内学会（JSNET/日本脳神経血管内治療学会）からのニ

ーズ申請などのバックアップを依頼する。こうした学会発表や研究成果報告などが流

体解析（CFD）ソフトの販促を積極的に行う。 

 

b．海外市場へのマーケティング戦略 

ステントにおいては CE での先行上市、マーケティングを考えていたが、CE の治験

データが必須となり、国内治験先行に計画を変更することから、国内上市のタイミン

グを含め、海外市場へのマーケティング戦略につき再検討中である。 

上記スキルアップジャパン株式会社の子会社である、株式会社エムプラスが展開す

る、医療学術ソーシャルネットワークは、スキルアップジャパン子会社 Acamed Brazil 

Servicos E Tecnologia によってブラジルでのマーケティングにおいて共同で行う。 

 

(５)事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

①流体解析（CFD）ソフト単体での販売における対応ステントの拡充 

本事業において、あくまでも本流体解析（CFD）ソフトでは朝日インテック株式会

社が開発するステントの中から最適なパターンの形状を選出するセミカスタムメイ

ドをコンセプトとして開発を行っているが、ソフト単体での販売を視野に入れること

により、市場に上市されているその他のステントにも対応することが今後必然となっ

てくる。 

開発段階において、現在の市場における主流ステントを利用した実験から治験デー

タは既に集まってきているため、並行して他社ステントの留置シュミレーション自体

には順に対応していく。しかし、朝日インテック株式会社開発のステントにおいては

セミカスタムメイド機能を持たせることで優位性を持たせ、他の製品との差別化を行

っていく。 

 

②ソフトウエア薬事について 

現在日本ではソフトウエア単体では医療機器としての規制対象外となっているが、

米国、欧州などは規制対象となっている例も多くあり、国内においても議論が進んで

いる。今後、日本での薬事法改正が行われた場合には流体解析ソフト単体、及び朝日

インテック株式会社開発のステントとのセットでの申請も両方視野に入れて以下の

事業計画を検討している。 
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(６)上市（投資回収）計画の検討結果 

①投資計画 

a．スキルアップジャパン株式会社株式会社 

流体解析（CFD）ソフトの事業全体として、製品の開発費及び商用化、継続的な製

品改善、また販売・サポート体制の構築・維持費用に関し投資を行っていく。  

 

b．朝日インテック株式会社 

投資項目としては、製品実現に向けた開発投資（生体適合性試験、動物試験などの

製品設計の検証及び妥当性評価までの開発活動）、量産化に向けた投資（設備投資）

薬事申請費用（CE,日本）、治験費用（日本）である。また、欧州申請において治験が

必要となったが、日本国内での治験データを利用できる可能性が高いことから欧州で

の治験費用は発生しない見込みである。 

 

②回収計画 

ステントにおいては、朝日インテック株式会社独自の製造方法により、ステント

を小さく畳み込む事が可能である。そのため、ステント留置に使用するマイクロカ

―テルが他社ステントと比較して細径のものを使用することで患者様へ、より低侵

襲な治療となると同時に術者の操作におけるストレス（意図した操作を容易に行え

る）の低減にもつながる。即ち、マーケットニーズに応えた製品を具現化し、症例

を重ねる中でその有効性を市場に浸透させることにより上記の売り上げを実現す

る。浸透に当たっては、市場でシェアを伸ばしてきている既存製品群（ガイドワイ

ヤーは国内シェア 60%以上）の販売先の中から影響力の大きい施設への展開からス

タートし、同施設での成果を学会などで広く周知することにより段階的にシェアを

拡大する。ソフトに関しては、薬事法改正がない場合は、薬事法の対象とならない

診断補助ソフトとしての販売を行い、ソフト単体での販売も視野に入れている。 

 

③委託期間後を含めた事業計画 

a．ステント単体での事業計画 

平成２６年度中に設計開発、量産工程確立、国内治験準備を完了させ、平成２７年

５月から国内治験を開始する。同治験に関する予後データ分析を含めた一連の治験関

連の作業を、平成２８年１０月初旬を目処に完了させ、国内申請を開始する。また同

時に国内治験データを持ってＣＥ申請も開始する。その後、平成２９年末までを目処

に薬事承認を取得し国内及び欧州での上市につなげる。 

米国への展開については、治験以外にも必要な追加試験があり、その対応後に治験

を実施し申請を実施する（時期は未定）。 

 

b．CFD 単体での事業計画 

平成 26年度から平成 27年度終了時にかけてソフトの製品安定化を含めた開発を行っ

ていき、ステントの上市前に、ソフト単体で利用したい研究機関等を中心に販売を開

始していく。平成 29 年度のステント上市までは、朝日インテック株式会社開発のス
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テントを選択する機能は、単体販売版には含まない。 

 

c．ステント・CFD セット販売での事業計画 

平成 27 年度にステントが治験申請中にはターゲットとなる営業先へβ版のソフト

の有料配布を行うなどして、テストマーケティングを開始してゆく。平成 29 年のス

テントの上市と共に、ステントとのセット販売を行う。 

 

１-４. 当該事業の連絡窓口 

 

スキルアップジャパン株式会社株式会社 

事業戦略室 吉田健士 

TEL：03-5784-8070 

FAX：03-5784-8071 

EMIAL：info@skillupjapan.co.jp 
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第２章 本編 

２-１. 基盤研究 

１. 流体解析（CFD)ソフト仕様、ターゲット領域決定に関する基盤研究（東京慈恵会

医科大学） 

ＣＦＤソフトの仕様やターゲット領域の抽出方法を検討するために、東京慈恵会医

科大で臨床データベースを構築した。臨床データは、様々な所見データ、医療画像デ

ータ（撮影機器、画像フォーマット、画質）などから構成されており、これらのデー

タを統一化し、データベースを構築した。 

これにより、形状の似た動脈瘤の画像の検索や現在の様子（経過観察中，破裂，治

療後の様子）などが瞬時にわかり、今後開発されていく CFD ソフトのヴァリデーショ

ンを取るための症例を集めることが容易になり、医療画像データを瞬時に検索するこ

とが可能である。 

また，これらのデータベースを用いて、治療のターゲット領域決定にも役立ててい

く予定である。 

 

図表 ２-１ 動脈瘤臨床データベース 

 

 

２. 血流整流効果付きコイルアシストステントの仕様・設計に関する基盤研究 

   （東京慈恵会医科大学） 

過去の類似製品の利用時の臨床データから、血管のシリコンモデルを３Ｄプリンタ

ーにて作成し、ステントの試作品で留置実験を行うことによりステントの展開や仕様、

設計に問題がないかを検討し、ステントの評価を行うためのシルコンモデルの作成を

行った。 

 

(１)シリコンモデルの作成について 

さらに、３D プリンタにて、形状を３D で印刷する。（図表２－２）これらは，サポ

ート剤が混入されているので，水で溶解して，形状を整える．これをマスターモデル

とする（図表２－３） 
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シリコンと硬化剤を用意してシリコンモデルを作成する。 

シリコンゴムで型どりを作成するシリコンゴム型にフィラー(数種類のワックス混合

材）を注入し、硬化後取り出した中子型を作成する。中子型に高透明シリコンを２回

程塗り、シリコンが硬化した後、その後、中子型を熱で溶かす。モデルを洗浄した後、

完成したのが高透明モデルである。(図表２－４) 

図表 ２-２ ３D プリンタ（Objet30pro にて樹脂に印刷） 

 

 
図表 ２-３ マスターモデル 

 
図表 ２-４ 中子型にシリコンを 2 回塗り 高透明度シリコンモデルを作成する 
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２-２. ステント及びデリバリーシステムの開発 

コイル併用を前提としつつ、患部血管の曲率を変化させる剛性を確保した上で確実

に患部に留置できるステントの実現、及び同ステントを安全かつ容易に患部までデリ

バリーするシステムの開発を行う。 

 

１. 製品の仕様決定、評価（朝日インテック株式会社） 

コイル併用化におけるアシストステントに対して、デリバリー性、留置後の安定性

（経時的な移動や変形）、安全性（視認性、生物学的適合性など）が要求される。こ

れらを支配する要素として、「材料」、「構造」、「形状／寸法」の組み合わせにより決

定される。 

この内、構造としては留置後の再治療を可能とするため、ステント網目をマイクロ

カテーテルが通過できる構造とする必要がある。一方、血流の整流効果を実現するた

めにはステント表面の金属面積比を高める必要がある。この両者を実現するため、本

開発においては複数の素線を編みこんだブレード構造のステントを採用する。 

材料については、安全性（生態適合性）を考慮してステントとして利用実績のある材

料から選定する。材料としては、Ni-Ti、Co-Cr、ステンレスが考えられるが、以下に

示す特性を考慮して、Co-Cr を主構造材料として採用する。視認性（Ｘ線不透過性）

を確保するための材料としては、利用実績のある Pt 合金を用いる。以上の構造及び

材料を前提に形状、寸法については以下の主要な特性を満足させる仕様として設定し

た。 

 

・拡張性（ラディアルフォース）とデリバリー性：術者が意図した位置でステント

を開放した際に、確実に自己拡張し、且つ留置後、異常な移動が発生しないように

適度のラディアルフォースが必要となる。一方で過度のラディアルフォースは正常

血管部に対してストレスを与えることによるスパズム（血管攣縮）を引き起こす可

能性があり（図表２－５）、場合によっては正常な結果を傷つける可能性もある。従

って、適切なラディアルフォースでの設計が必要となる。ラディアルフォースのレ

ベルについては、動物試験における留置後のステントの位置変化の状況及び他社品

のラディアルフォースを参考にしつつ、長手方向のラディアルフォースの分布に対

する目標値を設定し、その目標値を実現できる素線寸法、素線間隔、外径分布を基

本設計仕様として設定した。 
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Pre Post 14 days

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        留置前     留置直後    留置後２週間：スパズム発生 

 

・デリバリー性：ステントのデリバリーは、患部まで先行させたマイクロカテーテ

ル内をデリバリー用ガイドワイヤーにより押し進めることにより実現する。従って

デリバリー性はステントがデリバリー時に用いるマイクロカテーテルから受ける抵

抗と屈曲した血管へのステントの追従性により左右される。マイクロカテーテルと

の抵抗は上記のラディアルフォースとステントの曲げ剛性に依存する。特に過度の

ラディアルフォースはマイクロカテーテル内を通してステントをデリバリーする際

の大きな摩擦抵抗となり、デリバリー性の大幅な悪化（患部までステントをデリバ

リーできない事象）につながる。曲げ剛性は屈曲した血管への追従も支配するとと

もに、屈曲部におけるマイクロカテ―エルとの摩擦抵抗を左右する。これらを考慮

し、想定するサイズのマイクロカテーテルとの抵抗を評価し、素線寸法、素線間隔、

外径分布を基本設計仕様として設定した。 

 

・視認性：Ｘ線透視化においてステントを安全に留置するためには、臨床で用いら

れている造影装置において視認できることが必要となる。この特性は使用する Pt

合金線の線径及び使用する本数により決まる。線径を大きくし、使用する本数を増

やせば視認性は向上する。一方、Pt 合金の仕様（線径、本数）は上記のラディアル

フォースの観点からは、特性を低下させる要因となるため、最小に留めることが望

ましい。動物試験などを通して視認性の観点から問題の無い最小の仕様に設定した。 

  

図表  ２ -５ ステント留置後のスパズムの発生 
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         Pt 合金線：４本     Pt 合金線：３本      Pt 合金線：２本 

 

以上の検討に基づき今回、設定したステントのラインナップを下表にまとめる。

尚、下表に記載する仕様は上述の特性以外にステントを拡張後にステントの隙間か

らマイクロカーテルを再挿入し、コイルの留置が可能であるかなどについても模擬

試験系を用いた評価を実施し、素線間の間隔設定に反映したものとなっている。 

 

図表 ２-７ ステントのラインナップ 

 

Size（mm） 
Length 

(mm) 

適 応 血 管 径

（mm） 
素線数 

2.5 25 2.0～3.0 16 

3.0 25, 30 2.5～3.5 24 

4.0 25, 30, 35 3.5～4.5 24、32 

5.0 30, 35, 40 4.5～5.5 32 

 

 

２. 設計検証：豚を利用したステント試作品の留置動物実験（東京慈恵医科大学） 

朝日インテック株式会社などと共同開発中の脳動脈瘤治療用ステントプロトタイ

プについて、留置直後及び長期留置後のデバイスの形状、安定性、機械的特性、視認

性、生体反応性を検証した。 

最初のステントプロトタイプで１４日後の血管撮影所見で、親血管の閉塞やステン

トの移動が見られたため、プロトタイプおよびステントの基本的性能評価のための実

験モデルの最適化を先ず行う事とした。ブタの正常血管にステントを留置し、それと

同時に抗血小板薬の投与量などを中心にモデルの最適化を行った。ステントプロトタ

イプはデザインや拡張強度を中心に細かな改良を行い、最適化を行った。その後、最

適化された動脈瘤モデルを用いて留置後７日目、１４日目の評価を行った。最終的な

実験計画の概要は図表２－８となった。 

図表  ２ -６ Ｐｔ合金素線数による視認性の比較 
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図表 ２-８ 実験計画概要 

 

(１)Phase1:既存の動脈瘤モデルでのステント留置 

我々がコイル開発に用いていたブタの動脈瘤モデルを用いて、ステントの留置を行

った。従来使用していた方法はブタの外頚静脈を摘出し、頸動脈露出後縫合糸を用い

て縫合するというものである （図表２－９）。ステント留置、コイル留置の手技に関

しては問題なく終了したが、１４日後の血管撮影にてステントの閉塞及び、ステント

の遠位への移動が確認された。抗血小板薬の導入や、ステントの形状、拡張強度の改

善の必要性がみられたため、プロトコールの変更を行った。 

 

図表 ２-９ 作成した動脈瘤 

 

 
 

 

(２)Phase2:動物モデルの最適化、及びステントプロトタイプの最適化 

今回 phase1 の実験を踏まえ、術前術後の抗血小板薬の内服、及び術中のヘパリン

投与など、（ステント留置の際の）臨床に則したプロトコールを作成し、ステントの

留置を行った。 

ブタの頸動脈、及び鎖骨下動脈の分枝はそれぞれ血管径が異なるが、約 2−５mm の

範囲で人間の頭蓋内血管の大きさに類似している。大きさ、種類の異なるステントプ

ロトタイプを 1 匹のブタに対し６血管、計８本留置した。留置した血管は左右の総頸

動脈、鎖骨下動脈、上行頸動脈であった（図表２－１０）。臨床手技と同様に、右大

腿動脈よりシースを挿入し、6Fr のカテーテルを各血管に留置し、ステント留置用の

カテーテルでステント留置した。ステント留置後に血管撮影を施行し、血管の開存お
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よびステントの状態を確認した。術後は麻酔覚醒させて、１４日間生存させた。１４

日後に血管撮影を行い、ステントの状態、血管上の開存を確認し、組織標本用にサン

プルを摘出した。合計でブタ６頭使用し、計４８血管に対し、新しいステントプロト

タイプ４６本、既存の市販されている既知のステント A2 本、計４８本留置した。 

 

図表 ２-１０ 留置した血管 

 
留置当日の結果は、全ての手技に対しステント留置は予定通りの場所に留置出来た。

また、ステント留置直後の急性閉塞など Technical complication は 1 例も認めなか

った（図表２－１１）。１４日後の血管撮影では、ステントのサイズ、留置血管径に

よりスパズム（血管攣縮）の頻度、遠位部へのステントの移動の発生頻度が異なる事

が分かった。また、ステント留置部位検証もおこなったが、頸動脈はその他の部位に

比してスパズム、ステントの遠位部への移動が起こりやすい事が分かった。また、既

存のステント A でも頸動脈への留置１４日後の結果でスパズムが起こることがわか

り、このモデルの実験に置いて、頸動脈病変に関してはある程度のスパズムは許容さ

れるとしてよいと思われた。 

 

図表 ２-１１ ステント留置直後の急性閉塞等の Technical complication 
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(３)Phase3. 最適化された動脈瘤モデル 

１、２を踏まえ作成された動脈瘤モデルのプロトコールを使用し、ステント留置を

行った。コントロールとして C1: 無治療の動脈瘤, C:2 コイル治療のみの動脈瘤を

作成した。ステント治療群は G1:ステント単独、G2:ステント＋コイル治療群とした。

動脈瘤作成、デバイス留置後１４日間生存させ、その後血管撮影、組織摘出を行った。

また、ステント治療群に関しては、７日目に摘出を行ったブタも作成した（図表２－

１３）。 

図表 ２-１３ ステント留置 

 

 

  

図表 ２-１２ ステント治療代表例 
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図表 ２-１４ 動脈瘤モデル（7 日後） 

 

 
１４日後にフォローした動脈瘤では、Group1（ステント単独群）では動脈瘤内への血

流を認めた。また親血管にわずかなスパズムを認めたが、Phase2 で記述した様に、

ある程度のスパズムはこのモデルでは許容出来ると思われた。 

一方の Group2（ステント＋コイル）では動脈瘤は完全に閉塞されていた。 

 

図表 ２-１５ 動脈瘤モデル、コントロール（14 日後） 

 

 
 

今年度は動脈瘤モデルの最適化及び正常血管に留置しステントの最適化を行い、最終

的に７、１４日目の血管撮影上、及び生体反応性について検討した。会前後は、ステ

ント移動や閉塞も見られず、長期留置の安定性の見通しが得られた。 

 

３. 生物学的適合性評価（外部試験機関にて実施） 

生物学的適合試験として、仕様がほぼ確定しているデリバリーシステムの試験から
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開始した。デリバリーシステムは留置しないデバイスであることから、通常のガイ

ドワイヤーなどと同一の試験項目となる。 

デリバリーシステムの生物学的適合試験では一部の項目で NG 判定となった。原因

究明については絞り込めており、その対応のうえ再試験を実施している。 

ステント本体についても段階的に試験を開始している。また、並行して動物実験

に向けた予備試験を行い、プロトコールの検討を実施した。 

 

図表 ２-１６ 予備動物試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ステントの留置           コイルの留置 

２-３. 流体解析（CFD)ソフトの開発 

基本的な流体解析（CFD)ソフトの仕様決定及び設計を行い、流体解析を開始した。

スキルアップジャパン株式会社がソフトウエア開発の全工程の統括を行った。 

  

１. 基本設計（スキルアップジャパン株式会社・東京慈恵会医科大学・メディベーシ

ョン株式会社) 

最適なセミカスタムメイドステントを選定する為に、流体解析を行う流体解析

（CFD)ソフトェアアプリケーションの仕様策定及び設計を行い、開発を行った。 

今年度ではセミカスタムメイドステントを設置しての流体解析ではなく、類似の既

成品を使った際の東京慈恵会医科大学の臨床データを元にソフトウェアの開発・検証

を行った。 

２. 医療画像・映像撮影機器の選定（メディベーション株式会社） 

医療画像 DICOM データを加工し、組み合わせることで、脳血管内の細部構築を３Ｄ

解析し血流シミュレーションを行うが、市場には多数の医療画像・映像撮影機器が存

在し、医療画像標準規格の DICOM が存在するものの、実際には画像フォーマット、画

質、撮影枚数などが異なる。メディベーションが主体となり、医療画像・映像撮影機

器から標準的に対応すべき機器の選定を行う。本年度は東京慈恵会医科大学で採用さ

れている機器の DICOM データの取り込み、画像フォーマットに関して調査を行った。 

３. DICOM データの取り込み・表示ソフトウエアの開発（メディベーション株式会社） 

医療用画像分野の汎用通信方法である DICOM 通信を使用し、医療用画像サーバ

(PACS)より画像を取得するためのソフトウェア開発を実施した。 

ステント（試作品） コイル 
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４. ターゲット領域抽出（スキルアップジャパン株式会社） 

読み込んだ DICOM 画像データを基に３Ｄ画像から関心領域を抽出するためのプログ

ラム（CFD ステント用エディタ）を構築した。 

(1)DICOM 読み取り機能、表示機能 

(2)血管造影画像から必要部分の切り出し 

(3)Surface データ作成 

(4)Surface データ表示 

(5)ステント表示 

本工程において、(1)(2)の一部を株式会社マックスネットに外注を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 流体解析（スキルアップジャパン株式会社） 

最低限の金属面積で最大限の血流抑止効果を高めたステントをシミュレーションす

3D ビューア  

データ表示スイッチ  

データ名指定  

Slice ビューア  

カラーマップ操作メニュー  

ビューア形式選択ボタ

ン  

Axis ジャイロビュー  

図表  ２ -１７ 全体構成 
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るために、詳細なモデルを再現して流体解析を行うことができるソフトウェア開発を

行った。 

本年度は、基本設計を行った後、過去の臨床データにおける DICOM データ（ＣＴ／

ＭＲＩ／ＩＶＲ）及び術後経過情報を元に、非定常解析ソフトウェアを作成するとと

もに、その処理結果をイメージ化できるソフトウェア開発を行った。流体解析におけ

る仕様検討と血流の定式化の一部を株式会社計算力学研究センターに外注を行った。 

 

 

６. 動画ビューワーの開発（スキルアップジャパン株式会社） 

「５．流体解析」で可視化された座標情報（点）及び流体要素（ベクトル）などの

イメージを基に、動画を作成し表示するビューワー開発を行った。3D 動画のレンダ

リング部分における一部を株式会社ネオミックと共同で行った。 

ビューワーの機能として、血流シミュレーション結果を次のように表示する。 

 

・血管およびステントの外形を表示 

・血流の圧力を血管表面の色にて時系列に変化を表示 

・血流の流速をベクトルにて方向、大きさ、色にて時系列に変化を表示 

・血流による壁面せん断応力(WSS:Wall Shear Stress)を血管表面の色にて時系列に

変化を表示 

・各時刻での各数値の面積平均、体積平均および最大値、最小値を 3D 画面にアノテ

ーション表示 

・各時刻での各数値の面積平均、体積平均および最大値、最小値を時間軸上にグラフ

表示 

・各時刻での面積平均、体積平均および最大値、最小値から時間軸上での平均および

最大値 

・最小値を求め、アノテーション表示 

 

７. 既存の流体解析（CFD)ソフトとの比較検証（スキルアップジャパン株式会社、東

京慈恵会医科大学） 

本年度開発する流体解析（CFD)ソフトの妥当性評価のため、既存の流体解析（CFD)

ソフト「非医療分野向けに商用化されているソフトウェア」をレンタルし、血流解析

の性能比較を実施した。 

開発中の流体解析モジュールと既存の CFD ソフトを同条件で計算し結果の比較を

行った。以下、壁面近傍流速コンターと圧力コンターの出力結果を表示して比較であ

る。 

概ね同様な結果を得たが、異なる点も見つかった。また、開発中ソルバーのネック

近傍での流速は市販ソルバーに比べ遅くなっていることが分かった（図２－１８）こ

れは開発中ソルバーが各節点で計算しているため、壁面近傍の流速コンターを表示す

るにあたり、セル中心データに変換したことが要因の一つと考えられる。 

圧力も同様に節点からセル中心への変換を行っているため、開発中ソルバーの 

結果が鈍っているが、約 10%の圧力損失の低下にはその他の要因があることも考え

られるため、今後はより詳細なデータによる比較を行い、原因の究明と対策を施す予

定である。 
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図表 ２-１８ 流速コンター図 

 

 

８. プロジェクトの管理・運営（スキルアップジャパン株式会社株式会社） 

プロジェクトを円滑に推進するため、一連の研究全体についてミーティング、打合せ、

技術相談を行う等研究開発を統括し、研究推進のため定期的に研究会を開催した。 

また、本年度は朝日インテック株式会社（愛知）での打ち合わせを開催し、流体解析

（CFD）ソフトの仕様検討会を開催したほか、ステントの開発進捗状況などを定期的

に確認を行った。 

「経済産業省・事業管理支援法人との打ち合わせ」に参加し、合同伴走コンサル、中

間報告、最終報告等を行った。 
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第３章 全体総括 

３-１. 委託事業の振り返り（成果概要） 

１. 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(１)自己評価点 

C：当初目標には未達だった。 

 

(２)自己評価理由 

①ステント及びデリバリーシステムの開発 

本年度はステントの基本仕様を決定し、複数パターンの試作品を作成、その東京慈

恵会医科大学と共同で動物実験を行ったほか、外部試験機関による評価試験を開始し

ている。 

しかし、最終的な設計検証の終了には間に合わなかった部分もあった。原因として、

東京慈恵会医科大学と協力して実施した動物試験において、想定していなかった事象

が複数発生し、各課題への対応及び対応後の確認を繰り返したことから、最終仕様と

しての開発品に対する検証を一部、実施できていない項目がある。また、欧州での法

規制の強化に伴い薬事申請・上市の計画変更の必要が生じ、来年度以降を含めた見直

しを実施した。この結果、国内治験の前倒しなどを含めた中で、CE 申請の対応準備

など面で当初計画に対してのズレが生じてきている。 

ただし、国内での治験・申請・上市の前倒しに対しては概ね遅れなく進捗しており、

新たに抽出された課題に対する対策も完了しており、大きな問題は発生していない。 

 

②流体解析（CDF）ソフト開発 

本年度は流体解析（CFD)ソフトにおける各モジュールの仕様確定、及び開発を行い、

計画範囲の開発を行った。流体解析の部分及び、動画ビューワーにおいて、現在も開

発が続いている部分もあるが、大きな遅れや問題はなく、ほぼ計画通りに進んでいる。 

 

(３)当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

①機器スペック・ビジネスモデル 

a．ステントデリバリーシステムのスペック 

 

図表 ３-１ ステントデリバリーシステムのスペック変更点 

変更前 ステントデリバリー時の適用マイクロカテーテル（当該事業での開発対

象外）サイズとして内径 0.53mm（0.021 インチ）でのデリバリーを前提

としてステントを開発する。 

変更後 当初計画における適用マイクロカテーテルサイズ（内径 0.53mm（0.021

インチ））を基本としつつ、ステントの性能確保を優先させ、最大外径サ

イズのステントに対してのみ適用マイクロカテーテルサイズを内径

0.58mm（0.023 インチ）に変更する。尚、今後の動物試験などにおいて

当初計画のサイズでもデリバリー性として問題ないことが確認された場

合は、当初計画のサイズに統一する。 
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ステントの複数のラインナップに対する詳細仕様を詰める中で、最大外径サイズ（φ

5.0mm）に対してはデリバリー時の抵抗が大きく、術者のストレスとなるとともに、

抵抗増加に伴いステントやマイクロカテーテルの破損につながる可能性もあること

から、最大外径サイズに対してのみ適用マイクロカテーテルの内径サイズを大きくす

る。 

 

②事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

a．ステントの開発及び薬事申請の見直し 

 

図表 ３-２ ステントの開発及び薬事申請の見直し変更点 

変更前 製品仕様の確定後に過去の事例から治験が不要と考えられる欧州（CE 認証）

への申請を先行して平成２６年夏以降に実施し、その後に国内の治験実施に

向けた準備を開始する。 

変更後 国内における治験実施を先行させることとし、製品仕様の確定及び量産工程

の確立と並行して国内治験の準備を開始する。治験準備を平成２７年４月ま

でに完了させ、平成２７年５月からの治験開始につなげる。治験完了後、同

データを持って国内薬事及び CE 認証への申請を実施する。 

 

当初、他社類似品の CE 認証の取得状況より CE 申請に当たって治験は不要との前提

で計画を立案していたが、CE における法規制の改定が進む中で、当該開発製品に対

しては CE においても臨床データが必要となったことから、国内での治験を先行して

実施する計画への変更を実施する。また、CE 申請において必要とされる臨床データ

は必ずしも CE 圏における治験である必要はないとの情報を入手したことから、国内

治験データを持って国内薬事申請と同時に CE 認証申請も開始する計画とする。これ

に伴い以下の変更となる。 

・平成 26 年度における CE 申請は延期する（国内治験完了後：平成２９年初頭の予定） 

・国内治験準備、及び治験を前倒しで実施（平成２６年度から治験準備を開始し、平

成２７年度に治験を開始、平成２８年末に薬事申請の予定） 

 

(４)有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

①薬事面 

 

図表 ３-３ 薬事面指摘事項 

指摘事項 ソフトウエアと抱き合わせで薬事申請を行うと、上市が遅くなるの可能

性がある。ソフトウエアの申請における考え方を整理する必要がある。 

 

薬事申請はステント単体での申請を先行して実施する。特にソフウエアについては

治験との絡みが複雑になる可能性もあり、当初の治験では従来のアシストステントと

同等のプロトコールに則って実施するものとし、ソフトウエアとは一旦切り離して取

り扱う。 

 

 



 

28 

 

②知財面 

 

図表 ３-４ 知財面指摘事項 

指摘事項 海外における他社特許に留意すること。 

 

海外への展開を推進するに当たっては、他社特許の状況を慎重に調査吟味する必要

があるとの指摘に対して、当該ステントの他社特許状況については米国、欧州を対象

に継続的に調査を実施している。 

 

③事業化面 

図表 ３-５ 事業化面指摘事項 

指摘事項 ビジネススキームとして、ソフトウエア開発費の回収方法をコンソとし

て検討して、場合分けでの事業計画を明確にしてほしい。 

 

上記にもあるように、今後ソフトウエアの販売は以下 3 通りの方法の回収計画を検

討している。 

 

a）ステント・ソフトウエアのセット販売 

b）ソフトウエア国内単体販売 

c）ソフトウエア海外単体販売 

 

薬事法の改正によってソフトウエアが薬事承認の対象となった際は、朝日インテッ

ク株式会社のステントとセットでの薬事申請等も検討している。 

 

(５)委託事業を振り返って改善すべきであった点 

①事業体制 

本事業においては薬事申請が必要であるステントおよびデリバリーシステムと現

在薬事規制のない流体解析（CFD）ソフトを組み合わせた事業モデルであることから、

有識者の先生方から伴走コンサルなどの委員会にて、販売方法における質問があり各

社での検討を改めて行った。結果として、セット販売や単体販売等場合分けを踏まえ

た営業方法やルートの開拓を行うことができたが、事業開始前にこうした議論を行う

時間をもっと設けることができたと感じている。 

 

②事業の進め方 

管理業務に関して、東京慈恵会医科大学が学校法人で一般的な株式会社管理とは組

織構造や社内決裁プロセスが異なり、必要帳票類を管理することに時間を要した。来

年度においては、本年度の経験を踏まえ、時間的な余裕をもった管理を努める。 
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２. これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

図表 ３-６ これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採択から 3 年後の到達目標 

▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の

洗い出しと対応策 ▶ 

来年度検討・実施すべ

き事項 

（来年度実施計画） 

製品開発、量産工程の確立

を終え、治験を開始し、デ

ータ収集までを完了させ

る。 

 

 

 

製品仕様及びラインナップ

はほぼ完了。これに合わせて

生物学試験を順次実施中。量

産工程についても工程フロ

ーを決定。 

 

臨床上の課題は抽出され、

その対策もほぼ完了。最終

量産工程により作製したサ

ンプルを用いて各種試験に

より細部検証を実施する。 

今後の最大の課題は、薬事

対応となる。欧州において

も臨床データが必要となっ

たことから、国内で治験に

向けての早期の体制及び手

順の整備となる。PMDA との

事前調整はもとより治験専

門の社外機関を活用して対

応を図る。 

 

量産工程を含む設計開

発を完了させ、治験実

施に向けた仕組みや手

順などの準備を推進す

る。 

流体解析（CFD）ソフトに関

しては、 

機能開発、ユーザーインタ

ーフェイス開発、及び機能

改善を行うことで、安定し

たソフトとして製品化を完

了させる。 

 

 

 

機能開発として、各モジュー

ルの機能が単体で実行でき

るように開発を行っており、

仮想ステントを利用したシ

ミュレーションを検証中。 

 

現在主だった遅れや問題は

出ていない。 

 

各モジュールごとの機

能をそれぞれ結合し一

つのソフトとして、機

能改善やインターフェ

イ ス の 開 発 を 開 始 す

る。また、朝日インテ

ック株式会社にてステ

ントの仕様が確定する

ため、実際のステント

留置のシミュレーショ

ン検証を開始する。 
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３. 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

図表 ３-７ 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度

実施内容（案） 項目名 具体的な内容 

流体解析（CFD)ソフトの

開発 

⑧ワークステーション

化設計 

25 年度に開発・及びに 26 年度に機能改善

された機能の単体パソコンでの動作環境の

設計を実施する。 

流体解析（ CFD)ソフ

トの開発 

⑮製品化設計 

流体解析（CFD)ソフトの

開発 

⑨複数タイプステント

向け開発 

実際に朝日インテック株式会社が開発中の

ステントを置いた場合のシミュレーション

の実施を行う。 

流体解析（ CFD)ソフ

トの開発 

⑯安定化開発 

流体解析（CFD)ソフトの

開発 

⑩複数撮影機器向け開

発 

25 年度には東京慈恵会医科大学が取り扱

う医療画像機器にのみ対応していたが、26

年度は対応機種を拡充する。 

流体解析（ CFD)ソフ

トの開発 

⑰システム試験 

流体解析（CFD)ソフトの

開発 

⑪システム統合 

プログラム単体での動作は 25 年度中に実

施しているため、それらを統合し 1 つのシ

ステムとして連続して利用できるように開

発を行う。 

流体解析（ CFD)ソフ

トの開発 

⑱欧州向け PRサイト

開発 

流体解析（CFD)ソフトの

開発 

⑫機能改善 

1 つのシステムとしてのテスト、改修作業

を行う。東京慈恵会医科大学が実験的に利

用し、機能改善等を行う。 

流体解析（ CFD)ソフ

トの開発 

⑲ Web マーケティン

グ（欧州向） 

流体解析（CFD)ソフトの

開発 

⑬GUI 改善 

統合化されたシステムのインターフェイス

部分の開発、特に処理過程や主力結果を表

示する開発を行う。 

 

ステント及びデリバリ

ーシステムの開発 

①  生物学試験（非臨床

試験の実施） 

ステント仕様変更に伴い、未検証となって

いる非臨床試験項目に対して検証を実施す

る。具体的には、物性試験（MRI 下での挙

動、腐食性など）及び動物実験を実施し、

その検証結果を取りまとめる。 

ステント及びデリバ

リーシステムの開発 

⑧国内治験実施 

ステント及びデリバリ

ーシステムの開発 

⑤量産工程の確立 

製品リスクを考慮し、第１ステップとして

国内で量産ラインを立ち上げる。具体的に

は量産工程フローの策定とリスク分析、プ

ロセスバリデーションなどを実施する。 

ステント及びデリバ

リーシステムの開発 

⑨欧州承認取得（前

年 度 に 申 請 し た 場

合）及び上市準備 

ステント及びデリバリ

ーシステムの開発 

⑥治験準備開始 

国内の治験実施に向けての準備を開始す

る。CRO を選定の後、治験計画を検討の上、

治験実施計画書、治験機器概要書などの必

要文書を整備する。更に、治験実施機関及

び治験責任医師を選定し、上記計画などに

関する調整を実施する。 

 

ステント及びデリバリ

ーシステムの開発 

⑥欧州申請（治験不要の

場合） 

欧州における法規制の改正に伴い、当初は

不要と考えていた治験が必要となったこと

より欧州の先行申請は延期する。 
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４. 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

 

図表 ３-８ 最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概要 スケジュール 

流体解析（CFD)

ソフト 

(製品名未定) 

 

患者の医療画像を取り込み、ステントを留

置した際の血液流体解析を行い、ステント

の留置前と留置後の血流の変化、及び動脈

瘤へかかる圧力の変化などのシミュレーシ

ョンを行うソフトウエア 

27 年度に製品化予定 

 

ステント 

脳動脈瘤治への血流を抑制する効果も付与

しつつ、従来の動脈瘤塞栓コイルとの併用

を基本としたアシストステント及び同ステ

ントのデリバリーシステムからなる、脳動

脈瘤治療用のデバイス 

平成 27 年度：国内治

験実施 

平成 28 年度：国内申

請開始、欧州治験開

始 

平成 29 年度：国内承

認取得、上市 
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