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1. 事業の概要 

脳動脈瘤治療を対象として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。またコンピュータシミュレーションにより動脈瘤周辺の血管構造をもと

に瘤の血流を予測することで、動脈瘤に最適なステントのメッシュデザインやステントサイズを算出し、

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。これにより動脈瘤治療の最大の課題

であった処置の安全性や確実性を高めることが出来る。 

 

 
  

流体解析に基づいた脳動脈瘤治療用
セミカスタムメイドステントの開発

(株)アルム、東京慈恵会医科大学、朝日インテック（株）、メディベーション（株）

H25-057

2001年4月会社設立。医療・介護・看護従事者向けのウェブサービス/
アプリ等の構築・提供を行う。本事業では医療用流体解析シュミレー
ションソフトの開発、及びソフトウエア薬事への申請、医療従事者向け
プラットフォームや南米支社を通し国内外での販売促進を行う。

セミカスタムメイドステントにより留置簡易化・安全性向上

大口径(3-4F) 留置の困難や術後出血が大きな問題

株式会社アルム

 治療方法（開頭クリッピング手術、低侵襲カテーテル治療）の課題

術中破裂、脳損傷・神経損傷のリスク、手術後回復の長期化

 医療機器（コイルアシストステント、フローダイバーターステント）の
課題

血流遮蔽による脳梗塞や術後動脈瘤の破裂を誘発のリスク

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、術者の経験に依存

 処置難易度を下げ、安全性を上げたステントの商品化
1. ロープロファイル（細径化）従来品より細いカテーテル使用可能
2. ステントデリバリー部がガイドワイヤーとして操作可能
3. ステントメッシュからコイルが挿入可能

 流体解析シュミレーションソフト
j術前のシミュレーションにより、手術方針の決定だけでなく、複数パターンの
ステントの中から最適なサイズのステントを選択、留置位置の確認が可能

Class IV

現在の主なステント処置

1) 術前にCFDソフトを利用し、シュミレーション

2) 最適なサイズのステントを選択

3) 扱いやすいロープロファイル、
かつ最適なサイズのステント留置

動脈瘤破裂

コイル

ステント併用コイル

フローダイバーター

ステントのサイズ選択・留置が困難、合併症のリスク

企業
メディベーション（株）

・DICOMデータ処理
・造影処理

中

プログラム
医療機器の開発

医療機器の開発

製販企業・製造企業
製販業 (第一種）：13B1X10201

製造業：13BZ200856

（株）アルム

・プロジェクト管理
・流体解析ソフト開発

・営業/販促

新

中
SL

製販企業・製造企業
製販業（第一種）： 23B1X00001

製造業：23BZ0510

朝日インテック（株）

•ステント開発
•薬事申請
•品質保証

PL

医療研究機関
東京慈恵会医科大学

・基盤研究・効果検証
・ニーズの提供

・臨床試験・応用

販
売

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

相談 申請

助言 承認

事業管理機関

相談

申請

助言

承認

共
同
開
発

研究・検証・応用
研究・検証・応用

データ連携
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1.1 事業の目的 

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。 

現在、脳動脈瘤の治療において主流の方法であるステント治療において、主に以下の 2 点が問題とし

て挙げられる。 

①上市されている既存ステントの製品特徴における問題点 

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。 

②術者の経験に依存した留置手術における問題点 

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。 

 

本事業は、上記脳動脈瘤治療において、新たな設計のステント開発及びシミュレーションソフト開発

によって①②の両課題の解決を目指すものである。 

 

A）小経口で扱いやすく、かつ最低限の金属面積で十分な血流抑止効果を高めたステントの開発を

行う。また、流体力学を用いて、個人差の大きい脳動脈瘤に対応する複数のパターン（長さ、

直径）のステント開発を行う。 

B）流体力学は当医療機器開発に利用するだけでなく、シミュレーションソフトとして開発し術者

へ提供することで、コンピュータシミュレーションによる脳の血管構造から血管や動脈瘤への

負荷の推測を可能とし、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。 

 

ソフトでステントを留置するシミュレーションを行うには、ステントの細かい仕様情報が必要となる

ため、本事業では朝日インテック株式会社と共同で、ステント及び流体解析（CFD）ソフトの開発を行

い、A 及び B の開発を以て、①②の課題同時解決を目指すことを事業目的とする。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：株式会社アルム 

PL： 西内 誠（朝日インテック株式会社） 

SL： 吉田 健士（株式会社アルム） 

共同体：①学校法人慈恵大学/東京慈恵会医科大学 

 ②メディベーション株式会社 

 ③朝日インテック株式会社 
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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（ステント） 

機器等の種類    医療機器 
クラス

分類 
    Ⅳ 

製品名    未定 
分類名称（一般的

名称） 
  

中心循環系血管内塞栓促進用

補綴材 

対象疾患   
未破脳動脈瘤 

届出／認証／承認   承認 

想定される販

売先 
  医療機関 (脳神経外科等） 新／改良／後発   改良医療機器 

使用目的又は

効果  
  

未破裂脳動脈瘤の治療用ステント。 

小口径で扱いやすさを維持しつつ、十分な血流抑制効果を両立させたアシストステント。 

薬事申請予定

者 
  朝日インテック株式会社 医療機器製造販売業許可  

取得済み（第一種） 

23B1X00001 

当該製品の製造を担う 朝日インテック株式会社 
医療機器製造業許

可 
    

事業予定者     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 

  欧州 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 平成 29（2017）年 

上市時期 平成 31（2019）年 平成 31（2019）年 

想定売上（上市後 3年目） 4.8 億円/年(平成 33（2021）年時点） 18.0 億円/年(平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 40.0 億円/年(平成 33（2021）年時点） 120.0 億円/年(平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 12%(平成 33（2021）年時点） 15％(平成 33（2021）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

脳動脈瘤の治療に使用されるステント製品には第 1 世代である目の粗いコイルアシストステント（AS: 小口径）と

第二世代である目の細かいフローダイバーター(FD:大口径）に大別される。 本製品は、金属材料の各種加工技術（伸

線、編み込み、熱処理、端処理等）を駆使し、VRD と同等以上のロープロファイル(小口径）、扱いやすさ性能を維持

しつつ、流体力学に基づくコンピュータシミュレーション解析技術(CFD)を駆使することによって FD と同等以上の血

流抑制効果を両立させる第三世代の脳動脈瘤治療用ステントの開発を目指している。 さらに実臨床の現場においては

患者の血管径や屈曲に合わせた適切なステントを選択することが重要であるが、現場で速やかに CFD シミュレーショ

ン解析を行う脳動脈瘤流体解析ソフトを同時に開発、提供することにより扱いやすさと客観的なデバイス選択を可能に

することで脳動脈治療用ステントのマーケットリーダーを目指す。 

           

 またステントのデリバリーシステム開発においても力を入れ、医師（術者）の意図通りの操作が可能な治療用ガイド

ワイヤーの開発、製造技術を活用することにより、従来のデリバリーシステムにはない操作性（血管追従性、血管選択

性など）も実現している。 
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 1) 医療機器等の種類（流体解析（CFD）ソフト） 

機器等の種類    プログラム医療機器 クラス分類 未確定（PMDA 相談中） 

製品名    未定 分類名称（一般的名称） 
新規登録予定（PMDA 相談

中） 

対象疾患   未破裂動脈瘤、他 届出／認証／承認   承認 

想定される販売先 
医療機関（脳神経外科など）、

大学研究機関 
新／改良／後発   新医療機器 

使用目的又は効果  

脳動脈瘤の血管内治療において、ステント留置前にその形状を血管画像と合わせることで術

前の留置位置の確認を行うことが出来、また流体解析による血流変化のシミュレーションを

行うことで適切なサイズのステント選択を行うことが出来る。 

薬事申請予定者 株式会社アルム 医療機器製造販売業許可  第一種（13B1X10201） 

当該製品の製造を担う 株式会社アルム 医療機器製造業許可 13BZ200856 

事業予定者     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 

  欧州 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 平成 29（2017）年 

上市時期 平成 31（2019）年 平成 31（2019）年 

想定売上（上市後 3年目） 4.7 億円/年(平成 33（2021）年時点） 6.8 億円/年(平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 31.5 億円/年(平成 33（2021）年時点） 135 億円/年(平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 15%(平成 33（2021）年時点） 5%(平成 33（2021）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 頭蓋内ステントは、頭蓋内にステントを留置するために伸展して入れることと留置する血管径が一定でない（遠位端

が小さく、近位端が大きい）ので、ステントが実際よりも長くなる可能性がある。今までは、それを医師（術者）の経

験のみで留置してきた。 

脳動脈瘤流体解析ソフトを活用することにより、タイプ別（長さ・径等）製品の留置前・留置後の正確な位置がシミュ

レーションできる。また、このソフトには、数値流体力学のシミュレーション解析機能も有り、脳動脈流の血管壁に対

する圧力が視覚的に捉えることが可能となる。現在、市販されている数値流体力学シミュレーションソフトは、医学的

評価用には作られておらず、工業的シミュレーションが目的で有り、解析には、専門的知識と技術が必要である。我々

のソフトは、専門的知識の無い医師でも簡単に使えて解析できるソフトを目指す。 

 このソフトを用いて手術前に適切な製品の選択及び留置場所、留置後の数値流体力学的評価が可能になる。この技術

を最終的に応用すれば、破裂リスク（RaptureRisk）なども把握することが可能となる。 

 

 

  

流速ベクトル図+圧力コンター

表面メッシュ切り 

ステント留置シミュレーシ
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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 

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。現在こうした脳外

科手術における主流の治療方法は、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。本事業で開発するステ

ントはこうした課題を解決し、ロープロファイル(小口径）、扱いやすさ性能を維持しつつ、FD と同等

以上の血流抑制効果を両立させることを目指しており、製品として想定顧客への訴求力は十分にあると

考えている。 

また、流体解析（CFD）ソフトにおいては上記の脳神経外科を設ける医療機関に加え、医療研究機関

等向けの提供を想定している。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。 

1)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。 

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。 

2)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。 

流体解析を基に、手術前の 3D シミュレーションなどに利用が可能であることはすでに実証されており、

上記 2 点の課題を解決することによって高い市場性が存在することは間違いない。こうした現場でのニ

ーズを踏まえ、汎用性が高く、簡単に操作できる製品の開発を行うことで、医療従事者の利用を促すこ

とができる。 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 本事業で開発を行うステント、及び流体解析（CFD）ソフトは、未破脳動脈瘤の治療に使用す

る医療機器のため、以下が想定顧客となる。 

 脳神経外科を設置する医療機関 

 脳疾患の研究機関 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 上記の通り、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おり、厚生労働省の発表によると脳血管疾患はがん、心疾患に続き国内の

死因第三位となっている。本事業における想定顧客である脳神経外科医師はおよそ 7000 人、また脳

神経外科を設置する病院は全国で 2500 施設以上存在する。具体的な想定シェアについては後の回収

計画にて詳しく述べる。 
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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 

現在、頭蓋内コイル塞栓術アシストステント(第 1 世代：AS)の国内マーケットは前述の米国 2 社が上

市されている。国内では(第 1 世代：AS)である米国 Microvention 社による“ELVIS”が治験を実施して

いる。また、フローダイバーター(FD)の第二世代である米国 Covidien 社による“Pipeline”は 2015 年

日本においても承認を取得した。国内では今後、(第 1 世代：AS)が 3 社、フローダイバーター(FD)の第

二世代は合計 4 社がこの領域に参入となるが、諸外国では、そのほか数社が事業展開している。この領

域で国内企業の事業展開は行われ始めている。本事業にて開発を行うステントはこうした AS、FD の特

徴をうまく組み合わせたものであり、薬事申請の枠組みとしてはコイル併用を前提とした AS として申請

することになるが、既存の AS、または FD との製品的な差別化は在ると考える。 

流体解析（CFD）ソフトに関しては、Ziostation などを始めとした医療画像処理ソフトや、物理学用

流体解析ソフトが市場に存在するが、非常に高額である上に操作方法が難しく、その利用は現場の医師

ではなく、専門知識を持つ研究者を対象者としているものが多い。また、画像処理と流体解析のシミュ

レーションまでを単一ソフトで行える医療用ソフトは現在まだない。 

 

 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） 

今後、国内において諸外国同様、脳動脈瘤塞栓術治療の 10%-20%前後は頭蓋内コイル塞栓術アシスト

ステントが使用されると推測している。将来的には血流改善効果を目的とした Pipeline の適応症例が増

加すると推測している。Pipeline はステント留置するだけで脳動脈瘤内へコイルを挿入せずに治療効果

を得ることを目的とされている。他社の頭蓋内コイル塞栓術アシストステントと比較して 2 倍以上の価

格で販売されているが、デバイスの完成度が十分でなく、合併症やデバイス不具合などが発生しており、

限られた医師しか使用することが出来ない特殊なデバイスである。今後はデバイスとしての易使用性や

血流改善性の性格を合わせ持つ、この新規デバイスが参入できる余地は十分にあると想定している。 

当該医療機器等と競合製品との比較において、機能面では CFD 解析を利用した流体力学的見地から、

血管径に応じて素線数等を変化させたデザインにより、血流制御機能や塞栓コイルの血管への突出を防

止するための血管再建用機器の機能を向上させた設計となっている。 

 

使い易さにおいて、シンプルな構造を主眼として、国内 PCI 用ガイドワイヤートップシェアメーカー

の技術力を用いた、独自設計のデリバリーワイヤーを用いることで、血管追従性を含めたデリバリー性

を向上させた。さらに、他社より狭いセル構造の AS（Assist Stent）に関わらず、AS のマウント方法を

工夫することにより、併用医療機器であるマイクロカテーテルも最細タイプが使用可能となり、より末

梢血管へのアプローチが可能となった。また、AS の構造設計及び加工方法により、確実な拡張性を担保

することが可能となった。 

 

流体解析（CFD）ソフトに関しては、上記のように画像処理から流体解析シミュレーション（ステン

トシミュレーション）を単一ソフトで処理できるソフトが市場にはなく、既存のソフトは高額で操作が

難しい。本事業で開発を行う流体解析（CFD）ソフトは以上の課題を解決し、専門知識を有する研究者

だけでなく現場の医師が気軽に利用できる安価で簡単な単一ソフトを目指している。対象者に現場の医

師を含むことから、診断サポート画像処理ソフトとして単一ソフトに対する薬事申請を視野に入れてお

り、既存ソフトとの差別化を行う。 
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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 

 

H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）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

計画

実績 　

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

・基礎研究

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発

基礎研究・設計

開発・改良

【流体解析CFDソフト】

臨床研究

薬事申請

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由
H26までに開発の機能についての改良開発を

優先的に行う

ス
テ
ン
ト
開
発

要素技術開発

試作機開発・改良

【製品名】

量産機開発

【製品名】

臨床研究・非臨床試験

薬事申請

可能であればステントと同タイミングでの治験申請を行う予定のため、ステント
スケジュール変更により変更（PMDAとの相談次第で変更）

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

・ＣＦＤソフトの開発
①基本設計
②画像・撮影機器選定
③DICOMデータ取り込み・
表示ソフトウェア開発
④ターゲット領域抽出開発
⑤流体解析開発
⑥動画ビューワ開発
⑦既存ソフトと比較検証

・ステント及びデリバリーシステムの開発
①基盤研究・要素技術開発
②試作品開発
③生物学試験（生体適合性試験）
動物試験
④量産工程開発検討

・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）

・ＣＦＤソフトの開発
ワークステーション化設計
複数タイプステント向け開発
複数撮影機器向け開発
システム統合
機能改善
GUI改善
ワークステーション組み込み
薬事検討・調査
薬事申請・治験事前準備

・ステント及びデリバリーシステムの開発
非臨床試験の実施
量産工程の確立
治験準備開始
欧州申請（治験不要の場合）

・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）

・ＣＦＤソフトの開発
製品化設計
安定化開発
システム試験

・ステント及びデリバリーシステムの開発
国内治験準備、治験申請
 （動物試験の遅延により申請はH28年度に変
更）

・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）

予備検証試験に伴う詳細仕様変更（設計変更）に伴う遅れが発生しており、同遅延期間の短縮に向けた対応を織り込み。
また、ＰＭＤＡとの現時点における調整結果を基に、治験実施までの計画を修正。但し、本見直しは、現状における最も時間がかかるケースとして設定しており、今後、各種
検証データ（非臨床データ）を整備の上、治験以降に向けてのタイミングに関する詳細調整を実施予定。またCEで治験が必要となったため国内申請を先に行うことに変更し
た。

・ＣＦＤソフトの開発
国内薬事申請・上市

・ステント及びデリバリーシステムの開
発
国内薬事申請・上市
CE申請

・ステント及びデリバリーシステムの開
発
CE上市

自主事業の内容

併用デバイスの開発（マイクロカテーテル） 併用デバイスの開発（マイクロカテーテル） ・ＣＦＤソフトの開発
ステント留置シミュレーション機能開発
（治験）/国内薬事申請

・ステント及びデリバリーシステムの開
発
治験/国内薬事申請

・ＣＦＤソフトの開発
ステント留置シミュレーション機能検証
国内薬事申請

・ステント及びデリバリーシステムの開
発
国内薬事申請

試作品開発

量産工程の確立

要素技術開発・基礎研究

生物学試験・動物実験

検証・改良

DICOMデータ取込・表示機能

流体解析ソルバー開発

ターゲット領域抽出

（エディター開発）

仮想ステントイメージ化

ワークステーション化設計

検証・改良

検証・改良

システム

統合

設計

複数機器対応

検証・改良

GUI改善

ワークステーション

組込

製品化設計

安定化開発

（複数臨床データをもとに）システム試験

ステント留置シミュレーション機能設計

（複数臨床データをもとに）システム試験

ステント留置シミュレーション機能開発

★

国内上市

事前検証の反映による設計改善・開発試作品開発

生物学試験・動物実験

設計改善後の追加検証試験の実施

準備 治験実施・データ解析（国内）

ＣＥ申請

国内薬事申請

★

ＣＥ圏上市

準備

治験申請

業務許可取得

業務許可取得

検証・改良

DICOMデータ取込・表示機能

流体解析ソルバー開発

ターゲット領域抽出

（エディター開発）
検証・改良

システム

統合

複数機器対応

検証・改良

仮想ステントイメージ化 検証・改良

GUI改善

ワークステーション化設計設計

★★

H.26.10 プッシャーガイドワイヤー/ガイドワイヤー特許出願

★★

H.26.11 ステントデリバリーシステム/自己拡張型ステント特許出願

★

PMDA相談（開発前相談）

★

PMDA相談（医療機器性能確認試験相談）

量産工程の改善

（設計改善結果の反映）

最終仕様の設定

（都岡検証試験の反映）

★第一種医療機器製造販売業業務許可・製造業取得

PMDA事前相談

NAMSA最終レポートが３月となる見込み

治験実施・データ解析（国内） 国内薬事申請

治験申請

★

国内上市

各機能改良

DICOM画像直接受信対応 UI改良

システム試験・検証

各機能改良

DICOM画像直接受信対応

製品化設計

★

ＣＥ圏上市

ＣＥ申請

（複数臨床データをもとに）システム試験

準備

準備

設計改善後の追加検証試験の実施

★

ステント留置シミュレーション機能設計

UI改良

システム試験・検証

安定化開発
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 1) 投資回収計画 

ステント： 

① 国内                                    （億円） 

 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

薬事申請時期         ●           

上市時期             ●       

支出額 0.6 0.6 0.5 2 1.5 0.2 0.1 1 2 0.8 

 
うち委託費 0.2 0.1 0.1 － － － － － － － 

 

うち自己負

担 
0.4 0.5 0.4 2 1.5 0.2 0.1 1 2 1 

売上高 － － － － － － 0.6 1.6 4.8  6.4 

販売数量             160 400 1200 1600 

販売数量の単

位 
本 

         

 

② 海外                                    （億円） 

  
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

薬事申請時期          ●           

上市時期             ●       

支出額         1.5 0.2 0.1 1 2 0.8 

  うち委託費         － － － － － － 

  
うち自己負

担 
        1.5 0.2 0.1 1 2 1 

売上高         － － 5 10 18  23 

販売数量             1250 2500 4500 5750 

販売数量の単

位 
本 

         

 

③ 国内・海外合計                               （億円） 

  
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

支出額 0.60 0.60 0.50 2.00 3.00 0.40 0.20 2.00 4.00 1.60 

  
うち委託

費 
0.20 0.10 0.10 － － － － － － － 

  
うち自己

負担 
0.40 0.50 0.40 2.00 3.00 0.40 0.20 2.00 4.00 2.00 

売上高             5.60 11.60 22.80 29.40 

販売数量             1410.00 2900.00 5700.00 7350.00 

販売数量の単

位 
本 
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流体解析（CFD）ソフト： 

① 国内                                    （億円） 

  
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

薬事申請時期          ●           

上市時期             ●       

支出額 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 

  うち委託費 0.4 0.3 0.4 - - - - - - - 

  
うち自己負

担 
0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 

売上高             0.3 3.1 4.7 7.8 

販売数量             70 700 1050 1750 

販売数量の単

位 
人 

         

 

② 海外                                    （億円） 

  
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

薬事申請時期          ●           

上市時期             ●       

支出額         0.30 0.20 0.8 0.8 0.8 0.8 

  うち委託費         - - - - - - 

  
うち自己負

担 
        0.30 0.20 0.8 0.8 0.8 0.8 

売上高               2.70 6.75 9.45 

販売数量               600 1,500 2,100 

販売数量の単

位 
人 

         

 

③ 国内・海外合計                               （億円） 

  
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

支出額 0.90 0.80 0.90 0.80 1.10 1.00 1.60 1.40 1.40 1.40 

  
う ち 委 託

費 
0.40 0.30 0.40 - - - - - - - 

  
う ち 自 己

負担 
0.50 0.50 0.50 0.80 1.10 1.00 1.60 1.40 1.40 1.40 

売上高             0.30 5.80 11.45 17.25 

販売数量             70.00 1300.00 2550.00 3850.00 

販売数量の単

位 
人 

         

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 2) 投資計画 

 ステント： 

   本開発における投資、500,000,000 円（最大、700,000,000 円）を見込んでいる。 

   製品実現に向けた開発投資：140,000,000 円（人件費を含む） 

  （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）：50,000,000 円 

   薬事申請費用（CE,日本）：10,000,000 円（コンサルタント費用を含む） 
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   治験費用（日本）：300,000,000 円 

  （現在、欧州での法規制見直しが進んでおり、欧州で治験が必要となった場合は、 

   更に 200,000,000 円の追加となる） 

 流体解析（CFD）ソフト： 

   本開発における投資、250,000,000 円（最大、300,000,000 円）を見込んでいる。 

   製品実現に向けたソフトウェア開発投資：180,000,000 円（外注費・人件費を含む） 

   薬事申請費用（日本）：20,000,000 円（コンサルタント費用を含む） 

   治験費用（日本、ClassⅢを想定）：50,000,000 円 

 3) 回収計画 

・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―テルが他社と比較してロープロファイルとなる

ことで患者様へ、より低侵襲な治療となる。 

・マイクロカテーテルも専用モデルを開発することによりしており、ステント・マイクロカテ

ーテル・ガイドワイヤーの供給が可能となる。（ステント留置に使用する周辺機器デバイスは全

てメイドインジャパン）  

・より細く（ロープロファイル）の各種デバイスは術者も望んでおり、非常にマーケットニー

ズが高いことから、上記に示す販売を推測する。  
 

 平成 26 年 11 月 25 日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が

施行され、単体ソフトにおける薬事の適応が含まれることとなった。そのため、本事業において開発を

進めている流体解析ソフトにおける薬事申請を視野に入れ、現在調査を進めるとともに現在は株式会社

アルムが薬事申請者として医療機器製造販売業許可、及び医療機器製造業許可を取得済みであり、PMDA

への事前相談等も開始している。 

 

国内の 7000 人の脳神経外科医師のうち、およそ 70 人が流体解析を積極的に研究や治療へ取り入れて

いる。当該医師 70 人においては、東京慈恵会医科大学の脳神経外科講座の専門医達と普段から議論・意

見交換をされており、安価で医療従事者向けインターフェイスをもつ流体解析（CFD）ソフトの販売開

始を期待しているという声を頂いている。初年度においてはまず、こうした既に流体解析に知見のある

医師や研究者への販売を通し、認知度を高めながら、次年度以降は、現在は流体解析になじみのない医

師への販売網を広げる。国外には同様に流体解析を積極的に利用している研究者がおよそ 300 人存在す

る。オンライン広告を利用して、国外に向けて広く広報活動を行うことにより、まずはそのうち 70 人へ

のリーチ、及び販売へつなげることを目標とする。 

販売価格に関しては、保険収載の対象になるとなるか否かによって大きく変わると想定しているが、

クラウド型のソフトウェアを想定しており、販売価格 45 万円としている。一方、海外での販売は各国の

薬事法により薬事申請を求められる場合と求められない場合があるために、その後の広がりを考え、米

国（FDA）の薬事対応を視野に入れる。販売価格は、55 万円とし、国内版と同等の価格とする。 

 

 

 

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”   

・国内市場へのマーケティング戦略 
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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。朝日インテック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。 

 

・インターネットを活用したマーケティング戦略 

株式会社アルムの子会社エムプラスが運営する医療学術サイト「m3.com 学会研究会」には、国内外

の 12 万人の医師が登録している。その中には、海外の脳神経外科医が 2000 人、国内の脳神経外科

医が 3000 人登録しており、当プラットフォーム上で積極的に数値流体力学シミュレーションソフト

（CFD）の活用事例や症例などをインターネットを通じて提供することにより、うち国外医師 150

人への販売を計画とする。平成 28 年度以降は、「m3.com 学会研究会」上でのインターネットプロ

モーションを開始し、平成 29 年度の朝日インテックのステント上市後にセット販売及び、初年度の

利用者の実績を足がかりに販路を広げていく。 

 

・国内直接販売及び代理店販売の戦略及び海外直接販売 

株式会社アルムは、2014年 8月から医療機関向けに医療従事者用コミュニケーションアプリ「JOIN」

の販売を開始した。販売開始から 1 カ月ほどで、大手医療機関を中心に 60 施設に既に直接販売をし

ており、NTT ドコモや SIEMENS などの大手通信事業者や医療機器メーカーが代理店として販売を

開始している。このような医療機関向けのソリューションをアルムでは、数点保持しており、同様

に販路も当事業に活用できることが期待できる。海外においても Allm USA Inc.(米国子会社）、

AcaMed Brazil Ltd.（ブラジル国子会社）、SkillupChile Ltd.（チリ国子会社）、Herio Ltd.（韓国子

会社）といった販売・サポート拠点を有しており、現地法人からの販売も期待できる。 

 

 ・海外市場へのマーケティング戦略 

海外市場については、東京慈恵会医科大学との開発が終了後に実施する国内での治験データを利用

して CE マークを申請、取得して CE 諸国（EU 全域）での上市を計画している。CE 諸国では有力

な施設（医師）による臨床トライアルを実施することで製品ポテンシャルの証明と安全性を確保さ

せる。この CE での臨床データをエビデンスとして、次のステップとして米国（FDA）に同時申請

（同時治験）での承認獲得を計画している。 

ソフトウェアにおいても、ステント開発での治験データを活用を検討し、国内での薬事申請を行い、

保険収載の対象商品として目指す。次のステップとして米国（FDA）に申請を行う。販売に関して

は、ステントとソフトウェアのセット販売及びに単体販売を視野に入れたマーケティングを行う。 

 

 

 

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 

【ステント】 

 開発前相談（2014 年 7 月 18 日@PMDA） 

当該製品の承認申請に向けた開発計画を説明し、その中で実施する物理的・化学的特性、生物学的安

全性などの試験方法の確認を実施するとともに、開発計画における PMD との相談のタイミングやその際

に必要となる情報に関する助言を受けた。 

 医療機器性能確認試験相談（2014 年 10 月 8 日@PMDA） 

当該開発製品の動物を使用した性能確認試験につき、社内において検討・策定したプロトコールの内

容（試験方法、評価項目、試験期間など）が、体内に埋植される医療機器として妥当であるかについて

相談を実施し、概ね提案内容で問題ないことを確認した。 

 対面助言準備面談（2015 年 5 月 26 日@PMDA） 

治験準備に関する相談を実施した。この中で治験症例数の考え方については、「治験数は他社の VRD

企業
メディベーション（株）

・DICOMデータ処理
・造影処理

中

プログラム
医療機器の開発

医療機器の開発

製販企業・製造企業
製販業 (第一種）：13B1X10201

製造業：13BZ200856

（株）アルム

・プロジェクト管理
・流体解析ソフト開発

・営業/販促

新

中

SL

製販企業・製造企業
製販業（第一種）： 23B1X00001製

造業：23BZ0510

朝日インテック（株）

•ステント開発
•薬事申請
•品質保証

PL

医療研究機関
東京慈恵会医科大学

・基盤研究・効果検証
・ニーズの提供

・臨床試験・応用

販
売

販
売

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

相談 申請

助言 承認

顧客（国内、海外）
朝日インテック：国内、北米、欧州、アジア

アルム：国内、（南米、北米、欧州）

事業管理機関

相談

申請

助言

承認

共
同
開
発

研究・検証・応用 研究・検証・応用

データ連携

販売企業
高度管理医療機器等販売業

朝日インテックJセールス
（ソフトはJセールスが販売するかは未定）
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と同一の役割を有することを統計的に判断するに足る数であることが必要」であること、更に「他社の

学会などで報告されている症例情報等のヒストリカルデータは、症例数削減のための情報としては利用

できない」、「他社情報をヒストリカルデータとして利用する際は生データが必要である」旨の助言を受

けた。 

また、治験申請を実施するに当たり、非臨床試験において動物試験データとしては最終の 26 週のデー

タが必要であるとの助言を受けた。 

 

【流体解析（CFD）ソフト】 

 全般相談（2015 年 3 月 6 日＠PMDA） 

当該製品の開発計画や開発経緯のご説明を行い、その中で今後ソフトウエア薬事の認証/承認申請と

なることに関しての申請手順や、製品が該当するクラス、治験の有無などについてご相談した。ク

ラスはⅡ、もしくはⅢになることが想定されるが、一般的名称を新規で作る必要があるため、承認

申請になり、治験の可能性についても助言を受けた。また、一度厚労省と打ち合わせを行い、当該

製品が医療機器であることの判断を仰ぐように助言を受けた。 

 厚労省医療機器該当性相談（2015 年 3 月 30 日＠厚生労働省 医薬食品局 ） 

PMDA からの助言を受け、厚労省医薬食品局医療機器・再生医療等製品担当参事官室との打ち合わ

せを行い、医療機器に該当するとの回答を頂いた。クラスや一般的名称、治験に関しては当段階で

PMDA 全般相談の内容と同様であった。 

 準備面談（2015 年 4 月 3 日＠PMDA） 

症例数の妥当性やステントとの並行治験の可能性について確認を行った。症例数の妥当性に関して

は今後の開発前相談にて詰めていく必要はあるが、ステントとの別治験プロトコル・並行実施に関

しては問題ないとの回答を得た。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

現状の使用に対しては、国内外での先行技術調査を実施済みであり、現時点において当該仕様が抵触

する危険性のある他社特許は存在しないものと判断している。 

 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 

ブレード構造のステントについては既知技術であり、その特許取得は困難である。一方、ステントと

デリバリーシステム全体としての特許取得に向けた活動を実施し、当該仕様に関わる申請を実施済みで

ある。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

上記の通り、特許の申請などは現在も行っており知材関連の対策は行っているが、模倣品などに対す

る具体的な対応に関しては今後改めて対策を検討する必要がある。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

現状におけるステント・システムのリスクは、非臨床試験（特に動物試験）におけるネガティブ情報

の有無である。製品仕様に起因する場合と、試験方法に起因する場合が考えられるため、現時点でその

リスクは皆無とは言えず、試験結果に注視する必要がある。 
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医療機器開発においては、医療機器としての安全性に関わるリスク・コントロール（ISO14971 などに

準拠）が必須となる。非臨床試験におけるネガティブ情報は ISO13485 或いは米鉱区 QSR の要求事項で

ある開発インプット（安全性に関するインプット）に対する設計検証がクローズしていないことに繋が

る。従ってネガティブ情報が示唆された際には、安全性と担保できることを論理的に説明できる根拠を

取りまとめるか、それが困難な場合は設計変更も念頭に置きつつ改めて動物試験を実施するなどの対応

が必要となる。 

 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として、各種の非臨床試験結果（物性試験、生態適合性試験（生物学試

験）、動物試験）及び治験データが必要となる。 

非臨床試験データの収集を継続している。現時点において生態適合性試験（生物学試験）は完了して

おり問題ないことを確認済みである。また、物性試験についても既に試験が完了した MRI 適合性試験、

異種金属腐食試験、４億サイクル拍動試験などにおいて仕様変更検討などの問題は発見されておらず、

残る試験を継続中である。更に、動物試験は最終結果（26 週留置後）を待つ必要があるが、中間（4 週

及び 12 週留置）段階で問題となる情報はないことを確認している。 

 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

・ステント及びデリバリーシステムの生産は、朝日インテック株式会社がガイドワイヤーやガイ

ディングカテーテル、マイクロカテーテル等のインターベンション用医療機器の製造工場を有して

おり、医療機器に対する品質管理体制を含め安定的に製造、供給が可能である。 

 

・日本国内での製品販売は朝日インテック株式会社が販売子会社（朝日インテックJ-sales）を通

しての自社直接販売網を有していることから継続的な供給が可能である。海外での販売については、

EU諸国、米国、アジア諸外国においても既に進出して脳血管内治療用のデバイス（ガイドワイヤー、

ガイディングカテーテルなど）の販売を開始しており、その販売網を利用することにより継続的な供

給は可能である。 

具体的にはEU諸国に対してはEU支店（オランダ）、またアジアにおいては中国現地法人（朝日英达

科贸(北京)有限公司）及びシンガポール支店などを通しての販売網を活用する。 

 

・流体解析（CFD）ソフトに関しては、薬事改正に伴いソフトウェア開発完了後には、アルムが

薬事申請者として担当する。ソフトの治験に関しては、朝日インテックと協力して行えるか現在協

議中であり、PMDAとも密接に相談しながら、今後進めていくものとする。 

 

・日本国内での製品販売はアルム、アルムの関連会社、並びに各代理店と展開する。朝日インテ

ックのステントとのセット販売を視野に入れ、その他にも代理店として、アルムの他の製品の代理

販売を行っている、NTTドコモ、PHILIPS、SIEMENSとも協議を進めている。 

 

・今後ステントと流体解析（CFD）ソフトのセットでの薬事戦略及び販売に関しては、脳疾患治

療専用の医療機器企業の立ち上げを行うことも検討している。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

製品化に伴い、今後治験を進めながら販売の具体的な処理体制については検討する必要がある。 

 

 

 QMS 等の品質保証体制 
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朝日インテック株式会社、株式会社アルム共に品質保証対策としてISO13485を取得している。ま

た社内のQMS品質保証体制を整えているだけでなく、製造の過程において社外へ外注する部分にお

いてもISOを取得している品質保証が担保できる企業の選定を行っている。 

 広報・普及計画 

通常の脳神経外科学会などで周知を試みる方法だけでなく、アルムの子会社エムプラスはウェブで

の医師会員、国内で 12 万人を擁しており、南米ブラジル・チリでも同じく医師会員 1.5 万人を擁する

子会社を持っていることから、インターネットを通じて急拡大を続ける南米市場における医療機関・

医師向けマーケティング活動、及び現地医療機器卸業者への営業を行う。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① …「要求される治験規模」 

治験はステントとソフトでプロトコルをそれ

ぞれ用意し、同時期に並行して実施する計画で、

現状は他社品の状況をもとに 40 症例程度を想定

している。但し、当該開発品の特徴において薬事

申請上の症例数として許容されるかは PMDA と

の治験前相談によるが、現時点での PMDA から

の明確な助言は得られていない。 

 

治験数の増加は開発期間の長期化につながるた

め、他社品の情報などをもとに使用用途、効能及び

リスクのギャップ分析を実施し、類似他社品との同

等性や有効性確認の妥当性を整理した上で、PMDA

との打合せを実施し、治験数の大幅な増加を防ぐ。 

② …「治験開始に必要な情報」 

治験開始には動物試験における長期留置デー

タとして 26週のデータが必要とのPMDAの見解

に伴い、治験に向けた活動は動物試験の最終レポ

ートが完成する３月末以降となる。 

また動物試験結果については、その解釈に齟齬

が生じた場合、更に遅延する可能性がある。 

全体計画の見直しを実施するとともに、試験結果

に関する解釈については PMDA との認識の統一に

向けた事前の活動を実施する。 

 

③ …「プログラム医療機器に関して」 

厚労省との打合せを行い医療機器該当性は確認

済み、PMDA との事前相談を進めているが、必要

症例数等についてはまだ議論がまとまっていない。 

また、プログラム医療機器に関しては薬事取得後に

関しても、行政各所において未定な部分が多く見受

けられる。 

 

今後も引き続き PMDA との準備面談を進めてい

く予定である。 
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1.6 平成 27年度委託事業の成果概要 

(1)委託事業の事業概要 

上記事業目的に基づき、ステント及びデリバリーシステムの開発と流体解析（CFD）ソフトの開発・薬事申請を行い上市を目指す。 

 

平成 27 年度は臨床前試験の最終段階となり、開発中のステントの生物学的評価と組織学的評価を既存のステントと比較検討行う予定である。

平成 26 年度は動物実験にてステント留置 2 週間、4 週間後の動脈瘤の組織変化と母血管に対する影響の組織学的変化を検討した。開発ステント

単独群に比べて、コイルを併用した開発ステント留置群で完全血栓化すなわち良好な結果が多く得られた。また 4 動脈瘤にコイルを併用した既

存のステント（市販されているステント）留置を行ったが、そのうち 3 動脈瘤で動脈瘤の破裂を起こした。いずれもコイル体積が不十分な結果

であった。すなわち、ステントを使用したコイル塞栓術には適切なコイル体積が必要である。 

 

ステント及びデリバリーシステムの開発においては、25 年度から 26 年度にかけて慈恵医大にて実施した動物試験で明らかとなった上記の課題

に対する課題へ対応を進めてきた。同設計変更の活動を通してステント及びデリバリーシステムの仕様変更を実施した上で、再度、慈恵医大での

動物試験を実施し、その改良効果を確認することができた。この設計変更を受け、一部の非臨床試験において再試験が必要となったことから、適

宜その試験計画を立案し、段階的に着手するとともに、開発計画の見直しを実施した。並行して PMDA との打合せを通して、非臨床試験に関す

る詳細な情報収集を実施し、治験を含む全体計画の再検討を実施した。また、治験実施に向けての社内体制の整備にも着手した。 

 

以上の状況を踏まえ、本年度は未完了の試験・再試験（非臨床）を完了させるとともに、製品仕様の検討から国内での治験実施に向けた活動

に主軸を移す。具体的には、仕様変更に伴い本試験を延期した動物試験及びＭＲＩの影響評価を実施するとともに、腐食試験などの完了していな

い物性に関わる再試験を完了させる。更に、治験に向けての社内の詳細手順などの整備、治験実施病院の選定、治験プロトコールの作成、PMDA

との治験前相談などを実施し、28 年 4 月からの治験開始につなげる。 

なお尚、現時点での計画では動物試験としてステント留置後 12 週経過時のデータを持って治験実施に向けた届出を提出する予定であるが、

PMDA との調整により最終的に 26 週経過後のデータを要求された場合は、全体計画の見直しを実施する必要が生じる。 

 

流体解析（CFD）ソフト開発においては、26 年度には脳動脈瘤の画像から定常時の血流解析を可能にし、PIⅤ技術（細かいパーティクルなど

をシリコンモデルに流し、レーザーでその挙動を補足することにより流体動態を観察する技術）を用いて流体解析（CFD）ソフトの血行動態の

検証を行った。本年度は各機能の改良開発に加え、拍動条件下の非定常時での解析を可能にし、シリコンモデルを用いて非定常でのステント留置

時の血行動態正確性向上に向けた検証と調整を行う。またインターフェイスの改良により、26 年度に結合した各モジュールを一貫したインター

フェイスで利用できるように開発を行う。 
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また、昨年度の薬事法改正に伴い単体ソフトでの薬事申請の方向性を決定しているため、本年度は薬事申請の準備を行う。本事業で開発を行

う流体解析（CFD）ソフトをプログラム医療機器として申請するため、PMDA への事前相談を開始しており、今後の治験や薬事戦略に関してソ

フト単体、及びステントと合わせた戦略に関してコンソーシアム、PMDA 両者社と協議しながら進める予定である。 

 

(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 

ステント及びデリバリーシステム 未破脳動脈瘤治療用ステント、およびステントを治療箇所へ留置する際に利用するデリバリーシステム 

流体解析ソフト 流体力学を用いて医療画像を元に脳にステントを留置した際の血流の変化をシミュレーションするソフトウエア 

 

(3)平成 27年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27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ステント及びデリバリーシステムの開発 

（ア）試作品ステント検証 

26 年度に引き続き，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 プリンターを利用して作成し 26

年度に改良した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する。具体

的な方法としては過去に治療したデータを

用いて血流解析することで、血流の変化と

治療の精度を検証する。しかし開発中のス

テントを使用した臨床データは存在しない

ため、既に上市済みの目が粗いステントや

コイルの症例を利用してデータの検証を行

い、血流の変化の参考値を割り出す。 

▶ 

 

（ア）実形状のシリコンモデルにステント留置を行

い、評価を実施している。 

▶ 

 

（イ）非臨床試験の実施 

平成 27 年度は平成 26 年度と同様 2 週

間、4 週間留置後の生物学的評価と組織

学的評価をブタ動脈瘤モデルで確認す

る。さらに平成 26 年度と異なる点は、コ

イルを併用した開発ステント留置におけ

る最適なコイル体積を検討することであ

る。実験内容であるが、開発ステント、

▶ 

（イ）慈恵医大にて動物実験を実施中。 

 

2 週間モデルの動脈瘤を 8 個作成し、ステント及び

コイルによる治療（コイル体積 10％程度、不完全

閉塞型）を施行した。開発ステント（3 動脈瘤）及

び既知のステント（1 動脈瘤）を併用し、またステ

ントを併用しないコイル単独群（4 動脈瘤）も設け

▶ 

2 週間のフォローアップの検査が終了した

のが 6 動脈瘤で、その結果は既知のステント

及びコイル単独群で再開通もしくは部分再

開通の所見を認めた（図：2 週間モデル）。

一方で、まだ１例であるが開発ステントでは

完全な閉塞を認め良好な結果であった。 

2 週間モデル、コイル体積 10％程度の不完
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平成 27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 

および既存ステント（コントロール）を

用い、いずれもコイル併用のステント留

置を行う。観察期間は 2 週間と 4 週間で

それぞれ 20 動脈瘤ずつ作成し、コイル体

積別に完全閉塞群（コイル体積約 20％）、

不完全閉塞群（コイル体積約 10％）の 2

群に分ける。生物学的評価（血管撮影所

見）、組織学的評価を既存のステントと比

較検討を行う予定である。以下が上記内

訳を表した表である。 

 

た。 

 

（慈恵） 

 

NAMSA において GLP に基づく動物試験を開始。

埋め込みはすべて完了しており、今後、経時的に確

認・分析を巣実施する。8 月末時点で NAMSA よ

り最終レポートは 2016 年 3 月となるとの回答。ま

た NAMSA での動物試験の動向を見つつ、並行し

て設計変更後の仕様での各種非臨床試験を適宜実

施中である。12 月末時点で最終報告書が完了して

いる試験についてはネガティブ情報なし（朝日）。 

 

全閉塞型である程度各群に差が見られる可

能性が示唆されたため、今後はこの条件下で

の開発ステントの数を増やして見ていく。ま

た、組織学的な変化、差異も確認していきた

い。 

（慈恵） 

 

 

また、first in human の国内実施の事前相談

を開始している。 

 

 

社外期間での試験に予想以上の期間が必要

となっており、非臨床試験での NG 発生時に

おけるリカバリープランを検討の必要があ

る（朝日）。 

 

（ウ）量産工程の確立 

仕様変更に伴い工程フローの見直し、及

び新規冶具の整備、追加工程及び条件変更

工程に対するプロセスバリデーションを実

施する。 
▶ 

（ウ）昨年度の設計変更を踏まえての量産工程につ

いて課題の抽出を実施中。非臨床試験の結果を持っ

て最終仕様が確定された後、量産工程確立に向けた

最終的な活動を実施する予定。 

 

尚、慈恵医大にて実施する動物試験用のサンプルを

適宜作成中（量産に向けて、概略の作成手順及び図

面を整備）。 

 

▶ 

非臨床試験を通して製品仕様変更の必要な

いことが確認できる段階まで中断中。 

（エ）治験準備 

設計変更に伴う各種設計文書の整備を実
▶ 

（エ）PMDA との調整では、途中結果での治験開
▶ 

非臨床試験の結果につき、治験申請などの次
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平成 27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 

施し、デバイスの設計開発を完了させる。

また CRO と連携してプロトコール（治験

実施計画書および治験実施手順）及び治験

機器概要書を作成と並行して治験実施に必

要な GCP に関わる社内の各種規則・要領等

の詳細手順書を整備するとともに、社内治

験審査委員会を組織の上、治験開始に向け

た社内体制の準備を完了させる。また、治

験実施に向けての PMDA との治験前相談

を実施し、治験プロトコールに関する調整

及び治験実施の届出に際しての調整を実施

する。並行して治験実施施設の最終選定、

及び治験実施契約に向けた候補施設との事

前調整を開始する。 

始は不可との回答を得ており、NAMSA の最終レ

ポート（2016 年 3 月末）で問題ないことを確認の

上、設計検証としてのリスクコンロトールが妥当と

の結果を持って治験申請となる（朝日）。 

この為、治験開始時期は設計上問題がない場合で

も、2016 年 8 月以降となる見込み。非臨床試験に

て設計上の問題が抽出された場合は更に遅れる。 

 

また、PMDA に治験開始に必要な性能確認試験に

関する相談を実施。 

のステップにつなげられるかを明確にする

必要がある。 

今後、終了した非臨床試験の状況に付き適宜

PMDA と情報を共有しつつ、進める。 

 

②流体解析（CFD）ソフト開発 

平成 26 年度では各モジュールの結合を

行い、ソフトのワークステーション化を行

った。結合に伴い、ユーザビリティの観点

からユーザーインターフェイスと機能の改

修を進めており、本年度も引き続き製品化

に向けた安定化と改善を目標に開発を行

う。 

（ア）メッシュ作成プログラム改良開発 

母血管と動脈瘤の分離や血管ネック曲面

でのメッシュ作成など複雑で個人差のある

血管構造に対応するための改良開発を行

う。 

▶ 

 

（ア）画像の平滑化による中心線の安定化、CFD

出力面の完全化、工程の安定化による母血管のスム

ーズな生成。ステント長の計算の組込。長さの±表

示機能などを実装。 

 

 

▶ 

 

現時点では複数出入口の形状の血管の場合、

中心線が作成することが出来ないので、その

対応を行う必要がある。 

また、工程の簡易化・自動化を行うことで敷

居の低いソフトウェアとする必要がある。 

（イ）CFD ソルバー改良開発 

解析リソースを低減するためにマトリッ

クス解法において直接解法だけでなく反復

解法を追加する。また並列化を主体とした

高速化を行う。解析時間を制約しつつも実

質的な解析を可能とするために、ステント

設置位置での局所的な多孔質体要素を追加

する。 

また、朝日インテックの開発する 14 種類

▶ 

（イ）有限要素法による離散化での四面体要素 (テ

トラメッシュ)でメッシュを生成。 

流体解析は局所座標系での多孔質体物体による

CFD 解析対応は完了。 ▶ 

実ステントの物性値でのシミュレートが出

来ていない為、今後、実ステントの物性値測

定を行い、物性値を確定する必要がある。 
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平成 27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 

のステントデータを利用し、ステント留置

処理による解析機能を開発する。 

（ウ）ビューワー改良開発 

非定常時の血流速データから集積を粒子

の表示機能の開発を行い、「圧力表示」「流

速ベクトル表示」「壁面せん断応力表示」「流

線表示」「流跡表示」の各フィルタ時の非定

常表示を時系列生成してビデオファイルと

して出力する機能を開発する。また、時系

列グラフデータの CSV 出力できるように

する。 

▶ 

（ウ）ビューワーの一括インストーラー作成。非定

常時の血流速データ、圧力表示」「流速ベクトル表

示」「壁面せん断応力表示」「流線表示」「流跡表示」

を時系列に表示する機能を実装した。非定常時の動

作を動画ファイルとしてアウトプット出来るよう

に実装。 

▶ 

動画ファイルの容量を削減するために、動画

ファイル形式を圧縮率の高く、汎用的なファ

イル形式にエンコードしてアウトプットす

る必要がある。 

（エ）DICOM 画像直接受信対応 

26 年度までの開発で複数の医療画像保

存機器（PACS）からの画像取り込みを開発

したが、PACS を介さずに直接 DICOM 機

器から受信する可能性があり、システムの

汎用性を鑑みて追加開発を行う。 

▶ 

（エ）DICOM レシーバーの開発完了。開発完了後、

各社 PACS でテストを行った。GE、Siemens、富

士フィルムとの接続テストを行い正常に取り込み

出来ることを確認した。 

▶ 

 

（オ）ユーザーインターフェイス改良開発 

各機能のインストールを一括で可能にす

るインストーラーの開発を行い、「操作の統

一性」、「画面/ツールアイコンのレイアウ

ト」、「全体デザイン」をブラッシュアップ

し、システム全体の操作性及びデザイン性

向上を図る。 

また、朝日インテックの開発するステン

トの留置シミュレーション用インターフェ

イスの開発を行う。14 種類のステントをプ

リセット組み込むことで、最大 4 種類まで

のステントをビューワー上で結果を比較

し、最適なステントの選択を可能にする。 

▶ 

 

（オ）デザインを作成し、パーツ別に切り出し、統

合ランチャー/エディター/ビューワーに組み込み。

統合ランチャーと各ソフトウェアとの結合テスト

を行い、動作検証をおこなった。 

▶ 

 

 

（カ）ソフト検証 

シリコンモデル症例を増やし、流体解析

（CFD）ソフトェアの血行動態正確性向上

に向けた検証と調整を行う。シリコンモデ

ルにステントを留置することによりソフト

による仮想留置の長さなどの検証（血管径

▶ 

（カ）検証と改良を繰り返し実施した。 

▶ 
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平成 27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 

や屈曲などでステントの長さが変化する）

ステント留置後の CFD 解析と PIV 技術に

よる血行動態の正確性の検証を行う。 

③プロジェクトの管理・運営 

（ア）プロジェクト管理 

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す

る。「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、最終報告等を行う。またスケジ

ュール管理を始め、コンソーシアム各社の

予算を管理・申請する。 

▶ 

 

（ア）契約関連の取りまとめ、及び月次経費の管理

などを行っている。また、伴走コンサル、中間検査

などの取りまとめ、資料作成などを行った。 

 ▶ 

 

（イ）プロジェクト全体戦略の取りまとめ 

流体解析（CFD）ソフトのプログラム医

療機器の申請に伴い、本事業で 2 本の薬事

申請が走ることとなるため、全体的なプロ

ジェクトの戦略を PMDA と相談しながら

協議する。 

▶ 

（イ）PMDA とのソフト薬事事前相談を開始し、

朝日インテックとの今後の方針についての協議を

進めている。 

 

▶ 

PMDA 事前相談後の準備面談へ向けてドキ

ュメント作成を進めている。 
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1.7 平成 27年度委託事業の実施経過 

(1) 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 

ステントはシンプルな構造体として基本

スペックを採用 

 ２種の金属素線から構成されるブレード

構造として設計。 

構造の見直し、形状の見直しを実施。 

視認性を向上させるマーカーを採用し、更

に、端部の血管への密着力を向上させる形状

とした。 

慈恵医大における動物試験の結果から、X

線透視下での信任性が他社品に劣るととも

に、血管内に留置後、経時的にステントが移

動する現象が発生したことに伴う、改善処置

として変更を実施。 

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） 

他社製品と同じカテゴリーに属するステ

ントであることを考慮し、動物試験における

長期として 12 週の動物試験結果を持って治

験申請を進める計画としていた。 

動物試験における 26 週の試験結果を含め

た非臨床試験結果が整った段階で治験申請

を行うスケジュールに変更。 

PMDA との調整の結果、他社の試験デー

タが提示できない以上、26 週の試験結果は

必須との見解が示されたことによる。 

 

(2) 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 治験の症例件数がソフトとステ

ントのセットで行うことで増え

るのではないか。 

症例件数に関しては PMDA と詳しく相談する必要があるが、もしソフトによりステントのスケジュー

ルが遅れるのであれば、同時治験でも別プロトコルを走らせることで対応できると考えており、どこま

でを同時で実施できるかを今後検討する必要がある。 

知財 ステントに関する海外特許に

は十分に注意する必要がある。 

日米欧を中心に知財情報を継続的に収集し、特許状のリスクを低減する活動を実施。 

技術・評価 流体解析（CFD）ソフトの評価

について、どの程度の有効性があ

るのか検証できているか。 

UCLA で治療を行った症例で流体解析（CFD）ソフトを用いて、ステント留置後に激しい頭痛が

起きた症例と起きなかった症例を比較で圧力（Pressure）の検証を行った。5 症例の解析結果から、

ステント留置後に激しい頭痛を訴えたケースにおいて、留置前と比較して留置後の脳動脈瘤内圧力

が高くなっていることがわかった。激しい頭痛と脳動脈瘤破裂との関連性に関しては、はっきりと

はわからないが、激しい頭痛後に、破裂症例があることは論文上報告されている。この結果は、流

体解析（CFD）ソフトを用いることで初めて解析された結果であり、流体解析（CFD）ソフトの

ステント留置における破裂（頭痛の可能性）の予測に有用である可能性がある。現在、DB 化した

慈恵医大の既存症例などを利用し、どのような症例で上記の現象が起きたのか、CFD を用いたシ
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領域 指摘事項 対応 

ミュレーションにて検討している。 

また、基礎モデルを作り、脳動脈瘤の大きさとステントのメッシュ数を変化させた CFD シミュレ

ーションの結果においては、既存の FD のメッシュ濃度は 30~40%が想定されているが、圧力が高

くなる可能性がある傾向があり、メッシュ濃度 10％前後想定の本事業で開発したステントを利用

するほうが、血栓化を進める上でより適度であることがわかる。ステント留置における術後合併症

を減らすためにも、CFD の従前シミュレーションは重要であると言える。 

その他事業

化全般 

特になし  

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

・ソフトウェアとステントの関連性を明確にし、事

業計画をたてること。 

今後その他のステントにも対応できる拡張性をもたせて開発を進めているが現状ソフトウエア

のシミュレーション機能は本事業にて開発したステントにのみ対応した製品となっており、治験

に関しても同時実施を PMDA と相談しながら検討している。 

・患者のデータベース情報と流体解析のソフトウェ

アとの関係を明確にし、事業計画をたてること。 

データベースに登録された患者の手術前の医用画像を利用し、ソフトウエアの検証を行ってい

る。（詳細は上記（3.3）に記載。 

・ステントの開発状況を明確にすること。 

 

動物実験の結果を踏まえ、ステント仕様の改良を行った。改良製品は試作品として用意しており、

現在改めて非臨床試験を実施しているところである。改良後の製品は 12月伴走コンサルにて提示、

最終審査発表時にも提示。 
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1.8 平成 28年度以降の以降の事業化計画 

外部試験機関 NAMSA に依頼している非臨床試験の最終レポートが平成 28 年 3 月末に提出される予定となっており、現状出てきている一部の中

間レポートにはネガティブな結果は出ていないことがわかっている。 

このまま問題なく試験が完了し、仕様の変更などが発生しなければ、スケジュールどおり治験申請に向けた準備を行っていく。 

流体解析（CFD）ソフトに関しても、ステントの前臨床試験が終了後、ステントとソフト双方のアドバイスを受けるため PMDA への相談を実施して

いく予定である。特にソフトに関しては、今後の販売体制についても改めて戦略を立てる必要があり、治験実施と同様に進めていく予定。 

 

(1) 平成 28年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  現在、ステントとソフトはそれぞれで PMDA へ治験相談に行っていたが、同時治験における別プロトコル実施となれば、症例数など

を合同で相談に行く必要がある。 

 株式会社アルムでは治験を含む承認医療機器の申請は初めてとなるため、社内での薬事戦略体制を構築する必要がある。 

知財  特になし 

技術・評価  治験実施に伴い、ソフトウエアの有効性評価の設計とその妥当性について今一度検討する必要がある。 

その他事業

化全般 

 ソフトの販売体制に関して、ウェブ販売を含む販売戦略の検討が必要である。 
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1.9 平成 27年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

C：当初目標には未達だった。 

 

(2) 自己評価理由 

ステントにおいては PMDA との相談の中で受けたアドバイスに則って、現在外部試験機関での前臨床

試験を続けているが、仕様見直し後に行った試験において現在受けている一部の試験評価レポートから

は問題などは発生しておらず、成果については一定の評価を行っている。ソフトに関しては仕様の変更

や全体開発スケジュールに特に変更はない。 

 

当初想定していなかったステントの技術的課題への対応などにより、薬事戦略における遅延が発生し、

上市までの全体スケジュールに遅延に影響したことは、事業化に向けてのリスク管理が不十分であった

ことが主要な原因の一つであるとして、自己評価は C とした。 

 

 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

ステント： 

市場 

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。 △一部 

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）。 

×不十分 

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。 ×不十分 

市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部 

基本 

戦略 

SWOT 分析は十分に行っていますか。 ×不十分 

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。 
×不十分 

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。 ×不十分 

開発 

戦略 

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。 △一部 

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。 △一部 

  既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部 

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。 △一部 

  既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部 

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。、 △一部 

薬事 

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）。 △一部 

ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 △一部 

新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分 

  機器のリスク分類で、I～IV のどれに当たるか整理できていますか。 ○十分 

  臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分 

PMDA との調整が進んでいますか。 △一部 

薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分 

製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分 
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  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。 △一部 

  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。 ×不十分 

知的 

財産 

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。 該当せず 

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっ

ていますか。 

△一部 

  権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 △一部 

  必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部 

  意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 該当せず 

  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。 ×不十分 

販

売・ 

物流 

販売チャネルは明確になっていますか。 ×不十分 

当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ×不十分 

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。 

×不十分 

QMS 等の品質保証体制が明確になっていますか。 ×不十分 

広報・普及計画は明確になっていますか。 ×不十分 

事業 

収支 

想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部 

製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ×不十分 

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。 

×不十分 

十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ×不十分 

その

他 

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。 

×不十分 

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。 ×不十分 

 

ソフト： 

市場 

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。 △一部 

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 

基本 

戦略 

SWOT 分析は十分に行っていますか。 △一部 

5Forces 等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部 
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニン

グ等）は明確になっていますか。 
○十分 

会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 △一部 

開発 

戦略 

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。 △一部 

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。 △一部 

  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。 △一部 

  既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部 
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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。、 △一部 

薬事 

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。 △一部 

  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。 △一部 

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 

知的 

財産 

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。 

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。 △一部 

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっ

ていますか。 

△一部 

  権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 △一部 

  必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部 

  意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 該当せず 

  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。 ×不十分 

販

売・ 

物流 

販売チャネルは明確になっていますか。 △一部 

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。 

△一部 

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。 △一部 

事業 

収支 

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。 △一部 

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。 

△一部 

十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部 

その

他 

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。 △一部 

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 

 

 

1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

本事業期間内には、製品の開発、試験を中心的に進めてきたこともあり、今後の販売体制の構築にお

いて不十分な部分があったと認識している。今後 PMDA への承認申請の準備を進めながら、販売体制や

販売後の管理体制などについても体制構築を実施していく。 
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(2) 事業の進め方 

PMDA との面談を踏まえ、ステント非臨床試験における実験数が増えたことで治験スケジュールに遅

れが出た。非臨床試験実施開始前に早期の事前面談などを行っていれば防ぐことができた可能性がある。

今後の進め方として PMDA との綿密な面談の上、早期に治験を進めるべく対策を検討していく。 

 

(3) その他 

特になし 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社アルム グループ戦略室  

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-27-11 祐真ビル新館 2F 

電話：03-6418-3012 / FAX：03-6418-3011 / E-mail：info@allm.jp 

 


