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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。 

 

 
変更点：1）スキルアップジャパン株式会社が株式会社アルムへと商号変更。 

変更点：2）2014/11/25 施行の薬事法改正によるプログラム医療機器薬事申請対応のため、株式会社アルム

が製販業許可及び製造業登録を申請中、PMDA への相談・申請を行うこととなった。 
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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。 

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。 

そこで、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 年に薬事申請を行

い、平成 31 年の上市を目指す。 

また、平成 26 年 11 月 25 日に施行された改正薬事法「医薬品・医療機器等法」において、単体ソフト

ウエアを医療機器の範囲に加えることが規定されたことを受けて、コンピュータシミュレーション用の

流体解析（CFD）ソフトの薬事申請を視野に入れて開発、及び上市を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社アルム（旧社名 スキルアップジャパン株式会社） 

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 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：ステント（製品名未定） 

(1) 医療機器等の種類 

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 

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 

事業予定者 
朝日インテック株式会社 医療機器製造業許可  

 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(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 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） 10.0億円/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） 25%(平成 33（2021）年時点） 15％(平成 33（2021）年時点） 

 

※CE マークの取得を先行する予定であったが、治験が必要となることがわかり、国内での申請と並行して進める。国内の

申請については、クラスⅢで治験が必要になる可能性が高い。改良したステントとソフトウェアを一緒に治験するかどう

かも今後の検討課題となっているため、海外と同様に国内での上市も 2019年としている。 

(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ー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 シミュー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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1.3.2 製品名：（流体解析（CFD）ソフト）（製品名未定） 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 プログラム医療機器 クラス分類* Ⅲ、もしくはⅣ 

製品名 未定 分類名称（一般的名称）*  

対象疾患 未破脳動脈瘤、他 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 
医療機関 (脳神経外科等）、

大学研究機関 
新／改良／後発* 新医療機器 

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 第一種取得申請中 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
株式会社アルム 医療機器製造業許可 登録申請中 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

※治験の必要ないクラスⅡを想定していたが、伴走コンサル、及び個別での医療機器センター様へのご相談の結果、クラ

スをⅡからⅢもしくはⅣに変更した。今後 PMDA相談後、分類名称と合わせて確定する予定。 

 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 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） 9.5億円/年(平成 33（2021）年時点） 33.4億円/年(平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 50%(平成 33（2021）年時点） 20%(平成 33（2021）年時点） 

※市場規模・売り上げは販売形態をインストール型からクラウド提供に変更し、価格の見直しがあったため変更 

 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。 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

1.4.1 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 

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 

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 シュミ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。 

1.4.2 当該機器等の市場性 

(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 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
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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。 

 

(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”も治験を実施し

ている。国内では今後、(第 1 世代：AS)が 3 社、フローダイバーター(FD)の第二世代が 1 社の合計 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

業展開は行われていない。 

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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1.5 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

案件番号

事業管理
機関名

事業名

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

自主事業の内容

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。

ソフトウエア薬事の施行により、ソフトの薬事を検討の結果、アルムで製造業・製販業の業務
許可を取得して申請することとなり、予定が変更となった。

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

スケジュール変更理由

事業の実施内容

量産機開発

【製品名】

臨床研究・非臨床試験

薬事申請

知財対応

基礎研究・設計

販売戦略

上市時期

25-057

株式会社アルム

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

・ステント及びデリバリーシステムの開
発
CE上市

・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

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

・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（株式会社アルム）

・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（株式会社アルム）

・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

・プロジェクトの管理・運営（株式会社アルム）

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発

要素技術開発

試作機開発・改良

ス
テ
ン
ト
開
発

薬事申請

臨床研究

【流体解析CFDソフト】

開発・改良

【製品名】

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

システム試験

（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

実施・データ解析（国内） 国内薬事申請

業務許可取得

業務許可取得準備

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

★

国内上市

★★

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）
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(2) 投資回収計画 

 1) 投資計画 

ステント： 

 H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

薬事申請時期     ●      

上市時期       ●    

支出額（単位：億円） 0.6 0.6 0.5 2.0 1.5 0.2 0.1 1.0 2.0 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 2.0 1.5 0.2 0.1 1.0 2.0 1.0 

売上高（単位：億円） － － － － － － 0.6 1.6 4.8 6.4 

販売数量（単位：本） － － －    160 400 1200 1600 

 

   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） 

   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： 

 H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

薬事申請時期     ●      

上市時期       ●    

支出額（単位：億円） 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 0.8 0.8 0.8 

売上高（単位：億円） - - - - - - 0.3 3.1 4.7 7.8 

販売数量（単位：人） - - - - - - 70 700 1050 1750 

※国内販売のみを記載 

 

   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 

 

 2) 回収計画 

ステント： 

事業終了経過数 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

市場規模 8,000 本 

対象施設 500 施設 

普及割合 2% 5% 15% 20% 25% 
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採用施設 50 施設 200 施設 500 施設 500 施設 500 施設 

販売価格 ¥400,000 ¥400,000 ¥400,000 ¥400,000 ¥400,000 

販売数量 160 本 400 本 1,200 本 1,600 本 2,000 本 

合計売上高 ¥64,000,000 ¥160,000,000 ¥480,000,000 ¥640,000,000 ¥800,000,000 

 

・ 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。  

 

 

流体解析（CFD）ソフト： 

事業終了経過数 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

潜在国内市場規模 31.5 億円、0.7 万人 

国内普及割合 1.00% 10.00% 15% 25% 35% 

国内利用医師数 70 人 700 人 1,050 人 1, 750 人 2,450 人 

販売価格 45 万円 

潜在国外市場規模  135 億円、3.0 万人 

国外普及割合   2.00% 5.00% 7.00% 10.00% 

国外利用医師数   600 人 1,500 人 2,100 人 3,000 人 

販売価格  5500USD(45 万円) 

合計売上高 ¥31,500,000 ¥585,000,000 ￥1,147,500,000  ¥1,732,500,000 ¥2,452,500,000  

 

 

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の申請の準備を行っている

（平成 26 年度 12 月 14 日現在）。 

 

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、
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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。 

  

 

(3) 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 

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スキルアップジャパンでは、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）、SkillupBrazil 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。 
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 2) ビジネス体制 

 

・ステント及びデリバリーシステムの開発完了後、上市に向けた薬事（国内、海外）に関わる業務は、

冠動脈治療用機器や脳動脈瘤用治療機器の申請業務、承認取得実績を有する朝日インテック株式会社が

担当する。 

 

・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、株式会社アルム

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。 
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・日本国内での製品販売は株式会社アルム、株式会社アルムの関連会社、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、株式会社アルムの

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。また、

株式会社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。 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 

本計画では、海外からの輸入製品がマーケットシェアを占める本ステント市場において国内企業として

事業を展開するため、既存製品での課題であるステントの形状、大きさなどの適応ミスを未然に防ぐシ

ュミレーションとそれを元に適応するステントを選択する、セミカスタムメイドを可能にしたステント

の開発、事業化を目指している。 

 そのため、製品の開発にはソフト開発会社と医療機器製造メーカーの共同開発が不可欠であ

る。本計画では、ソフト開発ものづくり中小企業、株式会社アルムが事業管理機関となり、脳

卒中支援システム「i-Stroke」など医療 IT の分野でも活躍する慈恵医大脳神経外科村山雄一教

授や高尾洋之氏、及び既に脳神経血管内治療領域での医療機器開発製造の知見を持つ朝日イン

テック株式会社、そして医療画像ビューワー開発経験のある中小企業メディベーション株式会

社の 4 社によるコンソーシアムを形成し、共同でのセミカスタムメイドステントの開発を行う。  

 現在、医療 IT 分野の成長は著しく医療現場でのニーズも高まりつつあるが、医療機器として

の境界線が曖昧であることから、IT 中小企業による医療機器産業への参入が容易ではない。よ

って、株式会社アルム及びメディベーション株式会社は、知見を持つ医療機器メーカー朝日イ

ンテック株式会社との共同開発を行うことで医療機器産業への参入及び、医療技術向上への貢

献に従事できると考えており、朝日インテック株式会社としても新規参入となるステント市場

で他社製品との差別化、製品クオリティの向上へとつながると考えている。  

 

i. 朝日インテック株式会社においては、創業以来、蓄積してきたコアテクノロジー(*)を活用して

血管内治療用の医療機器を開発、製造してきた実績を有しており、そこで培った各種の設計開発、製造

技術が本提案の機器開発に活用できる。 

(*)「伸線技術」「ワイヤーフォーミング技術」「コーティング技術」「トルク技術」の 4 つのコアテ

クノロジーを有している。 

「伸線技術」は金属線の強度（抗張力）を制御しつつ、必要とする線径に加工する技術であり、

10μmのステンレス線を加工できる。 

「ワイヤーフォーミング技術」は複数の金属線を様々なパターンで撚り合わせる技術であり、し

なやかで且つ強度を有する金属線の集合体を加工できる。 

「コーティング技術」は金属単線或いは撚り合わせた金属線の表面に対して、厚みと摺動性等御

特性を制御しつつ樹脂を被覆させる技術である。 

「トルク技術」は金属細線（単線、及び撚り線）に特殊な加工を加えることにより、蛇行、屈曲

した血管などを通過させた後も、例えば手元側での回転操作が 2m 先の先端にもスムーズに伝達

できる特性を付与させる技術である。 

・具体的には、カテーテル（体外と治療対象とする血管入口をつなぐため、或いは血管塞栓物質

をデリバリーするために利用される金属と樹脂の複合構造を有するチューブ体）の開発、製造で

培った金属線を網目状に編込む構造体の技術（使用する金属材料の加工技術、構造体の構成によ
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る機械的特性の制御など）を、ステント本体の設計開発、製造に活用できる。 

・また、血管内治療用ガイドワイヤー（冠動脈や脳動脈瘤治療において他のデバイスを誘導する

ために利用される機器）の開発、製造において培った、「屈曲した血管内でも、術者が意図した操

作を可能とする技術」、或いは「安全性を確保するための強度を確保するための材料加工技術」等

が、ステントのデリバリーシステムの設計開発、製造に活用できる。 

 

ii. 株式会社アルムにおいては、ソフトウェア開発の専門企業として一般映像処理分野から医療映

像・画像分野まで幅広く映像処理を行うソフトウェアエンジニアを 50 人以上抱えている。また、多数の

医療機関向けに拠点間の医療映像・画像データ（DICOM ファイル）の共有や遠隔読影ソフトウェアの提

供を行ってきた経験を持つ。特に株式会社アルムが立ち上げを行った学会研究会 jp（現 m3.com 学会研

究会）では医療学術学会や研究会に特化した SNS 上において、学術研究を目的に症例等の専門的な医療

画像共有の機能を開発した。 

本ソフトウェアの開発においては、取り込まれた DICOM データの映像データ解析処理、ターゲ

ット部位の血管形状の抽出、3D 表示、4D、流体解析、シミュレーションといった一連の開発を行

う。特に流体解析分野のソフトウェアは欧州製の物理学研究用に開発された既成品が無理やり医

療用に利用されているが、元々医療従事者が利用するためのインターフェイスではなく、非常に

操作方法が難しい。そのため、医療分野における画像処理の特異性、データの機微性、製品化、

販売を考えると自社開発が必須となる。流体解析部分は

一部外注予定であるが、医療従事者向けのソリューショ

ン開発を行った経験を持つ株式会社アルムが開発管理を

行うことにより、専門的かつ汎用的、実用的なソフトの

開発を行うことができる。 

  

iii. メディベーション株式会社は、前述の「i-Stroke」を本

事業でもコンソーシアムに参加する東京慈恵医科大学と共同で

設計・開発を行い、富士フイルム社に対し売却した IT ベンチャ

ー企業である。一刻を争う脳卒中患者の救急搬送においてスマートフォンで専門医間でコミュニケーシ

ョン及び画像診断を可能とした業界初のソリューションである。スマートフォンで CT/MRI などの画像

を高画質 3D 表示といった DICOM 画像処理の難易度の高いものも対応していることも大きな特徴であ

る。国内 20 以上の施設、並びに UCLA 病院などといった海外の著名な病院にも導入しているなど、国

産医療ソフトとして成功している稀なケースを実現した。メディベーションはこうした経験を活かし、

CT・MRI・PET といった各種医療機器との繋ぎ込みや DICOM データの取り込み処理、及び医療画像ビ

ューワーの開発を担当する。また、本事業では脳神経外科手術において必須となってくる複数医療画像

の位置を合わせるビューワー機能の開発も行う。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

 先述の事業目的に基づき、ステント及びデリバリーシステムの開発と流体解析（CFD）ソフトの開発を行う。また、ステント及びデリバリーシス

テムと流体解析（CFD）ソフトの両方の利用により本事業の課題解決を目指すが、以下のようにそれぞれ単体で機能する製品となりうるため、販路拡大のた

め、セット販売だけでなく単体での販売も視野に入れて開発を行う。 

ステントは小口径で血流抑止効果の高いステントとして単体で機能するため、単体での薬事申請を行い、販売も行う。流体解析ソフトは、ステント留置の

シミュレーションにおいては朝日インテック株式会社開発のステントにのみ対応可能だが、既存の物理学用流体解析ソフトと同様の利用方法を、より安価で

簡単に行うことができるため単体での販売も行う。 

ステント及びデリバリーシステムの開発においては、当初、類似製品開発時の治験実施状況から欧州では治験不要との判断に基づき、国内に先行して欧州

での承認（CE）取得に向け、認証機関への申請を実施し、承認取得に向けた活動を実施することを計画していた。一方、欧州における法規制改正に関する

情報を収集した結果、2014 年以降において当該開発製品に対する治験が必須となることがほぼ確実となることが明らかとなった。また、プロトタイプ製品

を用いて慈恵医大にて実施した事前の動物実験結果から、一部、仕様の見直しが発生したことに伴い、同見直しを反映する必要のある動物実験（NAMSA）

の実施計画を変更する必要が生じた。 

以上の状況を受け、本事業初年度において立てた計画を見直し、国内における治験実施を前倒した上で、国内での承認申請に向けた活動を先行させる計画

とする。本計画の見直しに伴い、本年度事業においては、国内で必要とされる非臨床試験を実施するとともに、国内治験開始に向けた体制整備、計画立案、

プロトコール作成、及び治験実施機関との調整を実施する。これと並行して、当該製品の量産ラインの構築を推進する。 

CFD ソフト開発においては、25 年度に開発したモジュール単体ごとの機能を踏まえ、ワークステーションを開発し各モジュールの連結を行う。また朝日

インテック開発中のステント試作品を市販品のステントの両方においてソフトの動作検証を行い、機能の向上に取り組む。また、医師などソフトの知識がな

い医療従事者にも使いやすい CFD ソフトのインターフェイスの開発を実施する。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

ステント 未破脳動脈瘤治療用ステント 

デリバリーシステム 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（名前未定） 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 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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  ▶ 臨床データベース構築 ▶ 引き続き試験を行う。 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 

(ア)試作品ステント検証（慈恵医大） 3D プリンターにて試作品ステントの試験用シリ
コンモデルの作成し試験を行っている 

①ステント及びデリバリーシステムの開発 

(イ)非臨床試験の実施（慈恵医大、朝日イン

テック） 

▶ 

本試験（申請用試験）に先立ち事前検証として実

施している動物試験（慈恵医大）の結果、及び機

械的特性に関する非臨床試験において設計見直し

が必要な事項が発生しており、これに対する対策

を施した。ステントの端部処理及び視認性の向上

などの対策とともに、疲労破壊に対する耐久性の

向上が主な対応課題であり、これらに対して設計

変更を実施した上で、効果判定を適宜開始してお

り、効果を確認中である。 

▶ 

最終仕様による動物試験を実施し、治験につ
なげる必要がある。事前検証において発生し
た課題への対応により、計画に遅れが発生し
ており、完了まで長期間（約 10 ヶ月）を要
する動物試験での再試験が発生しないように
予備試験での確認などを実施する。 

①ステント及びデリバリーシステムの開発  

(ウ)量産工程の確立（朝日インテック） 

▶ 

工程フローは確立しており、主要な設備の導入も
ほぼ完了した。 
当初計画では朝日インテックのタイ工場での生産
立ち上げを計画していたが、製品リスクを考え、
朝日インテックの国内工場において生産ライン立
ち上げ、量産開始後、生産が安定した段階でタイ
工場に移管する方針に変更した。 

▶ 

上記項目における仕様の変更に伴い、細部の
管理項目、管理基準を再度明確化した上で、
新規の設備・冶具の要否を検討する。その上
で、必要なプロセスバリデーションを実施し、
工程立ち上げを完了させる。 

①ステント及びデリバリーシステムの開発  

(エ)治験準備開始（朝日インテック） 

▶ 

PMDA との開発前相談、試験相談などを適宜実施

し、治験申請に向けて必要な実施項目の明確化を

推進中。また、CE への申請に向けて認証機関と

の調整も開始している。 ▶ 

治験に向けての非臨床試験の実施内容につい

ては既に PMDA と調整を開始しているが、

現時点で治験前に必須となるデータが確定で

きていない。 

明確なロジックとそれに対するデータを整備
した上で適宜 PMDA との調整を実施する。 

②CFD ソフト開発 

(ア)ワークステーション化設計（アルム） ▶ 

昨年度それぞれのモジュールが単体で動くように
各機能ごとの開発を行っていた。本年度はそれら
のモジュールが一つのソフトとして連結を行うた
め、ワークステーションの開発を行った。 

▶ 

完了 

②CFD ソフト開発 

(イ)複数タイプステント向け開発（アルム） 

▶ 

現在は限られた症例を元に仮想ステントの留置を
行う開発を行っている。朝日インテック開発のス
テント情報を反映した実際のステントを留置する
予定であったが、ステントの試験の結果一部設計
の見直しが発生したこともあり実際のステント留
置には至っていない。 

▶ 

実際のステントを留置した際のシミュレーシ
ョン部分の開発を進める。 

②CFD ソフト開発 

(ウ)流体解析評価（アルム、慈恵医大） 
▶ 

ステント留置シミュレーション前の流体解析部分
のソフトウエアに関しては慈恵医大の医師を含 ▶ 

引き続き、試験と開発を同時進行で進めてい
く。 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 

め、現在評価試験を行っている。  

②CFD ソフト開発 

(エ)複数撮影機器向け開発（メディベーショ

ン） 

▶ 

メディベーションにより、昨年度対応を行った撮
影機器以外の機器から取り込み、エディターへ反
映できるように対応を行った。 

▶ 

完了 

②CFD ソフト開発 

(オ)機能改善（アルム）  
（ウ）流体解析評価を受け、定常、非定常時のケ
ースなどの課題解決、機能改善に向けて開発を行
っている。 

 
引き続き、試験と開発を同時進行で進めてい
く。 

②CFD ソフト開発 

(カ) システム統合（アルム、メディベーシ

ョン） 
 

（ア）ワークステーション化の開発を踏まえて、
システムの統合を行った。 
メニューの統合は完了しているがユーザビリティ
に関してはまだ改善の必要性がある。 

 

引き続き、試験と開発を同時進行で進めてい
く。 

②CFD ソフト開発 

(キ)GUI 改善（メディベーション）  

（カ）で統合したメニューに置いて医療従事者が
使いやすい GUI を目指し、特にビューワー部分に
関して慈恵医大と共同で GUI の改善に取り組ん
でいる。 

 

引き続き、試験と開発を同時進行で進めてい
く。 

③プロジェクトの管理・運営 

（アルム） 
 

毎月の申請コストに関する伝票など各社からの資
料や各有識者委員会向け資料の作成などの取りま
とめを行っている。また、コンソーシアム各社と
の定例会議を含む打合せのセッティング、運営を
行っている。 

 

コンソーシアム全体でソフトウエアの薬事法
申請を含む、ビジネススキーム検討会を改め
て実施する予定。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 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。 

 コンソーシアム内協議 

今年 11 月 25 日に薬事法が改正されたことで、単体プログラムが医療機器として規制の対象とな

った。シミュレーションソフトは薬事の対象となることが分かっているため、本事業における流

体解析（CFD）ソフトの薬事申請を行う方向性は決定した。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① …「薬事法改正に伴う現計画とのギャップ」 

薬事法が 2014 年 11 月末に改正されたことに伴

い、当該製品の焼く事情の対応について、新たな

対応の要求が発生している可能性がある。 

改正後の内容について、現時点での調査では影響は

確認されていないが、細部についてのギャップ分析

を実施の上、影響の要否判定を早期に実施するとと

もに、不明確な事項が発生した際には PMDA への

相談を含め、確実な対応を行う。 

② …「要求される治験規模」 

治験はステントの有効性確認を目的とした形で

実施（ソフトウェアとは分離）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。 

③ …「治験開始に必要な情報」 

治験開始に必要な情報において、特に動物試験の

長期留置に関するデータの扱いが今後の PMDA

との調整により左右される可能性がある。現状、

留置期間として 12週のデータを想定しているが、

治験前相談において 26 週のデータが求められた

動物試験の実施機関と連携して、12 週データでも

安全性を担保できる根拠を論理的にとりまとめ、同

データと根拠を持って PMDA との折衝を実施す

る。これまでに実施してきた PMDA との打合せで

は、データや根拠を明示できる状況に無かったた

め、PMDA からは原則論の回答しか得られていな

いが、論理的根拠とデータを提示することにより、
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

場合、全体計画に対して、3 ヶ月強の遅延が発生

する。 

対応していく。 

④ …「プログラム医療機器に関して」 

薬事法改正施行後、プログラム医療機器の申請に関

する調査を進める必要がある。また、ソフトウエア

部分の設計を行う株式会社アルムは製造販売業、お

よび製造業の業務許可取得の必要がある。また治験

の必要性などに関しても要確認。 

ソフトウエアに関しては現在薬事申請にかかるコ

スト・期間等を洗い出しを中心に進めながら、株式

会社アルムが医療機器ソフトウエアの製造販売業

許可及び製造業許可の申請を行っている。今後の治

験や申請の戦略に関しては PMDA 及びコンソーシ

アム各社との相談の上協議を進めていく。 

 

(2) 知財対応 

 1) 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） 

当該開発品に対する先行技術調査は国内及び欧州、米国を中心に適宜実施しており、現時点に

おいて他社特許に抵触する危険性がある事項に対してはその回避策を施している。特に、米国に

おける競合他社品の特許に対しては新製品の情報と並行して特許情報の探索を実施し、上市に向

けての知財面でのリスクの最小化を図っていく。特に米国における対応として、必要に応じて社

外専門化による（米国現地の専門家）による鑑定依頼などの対応も実施する。 

 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 

新規性、進歩性を有すると判定した技術項目に対しては権利化を推進する。特に他社特許を回

避すべく実施した項目を中心に、製品競争力の確保にかかわる技術項目についてはその権利化を

推進する。一方、製品の優位性を確保する上でのノウハウに相当する設計上或いは製造上の事項

についてはブラックボックス化を図り、競合他社への技術流出を防止する。 

または販売を想定している全世界で共通した製品名称を利用すべく、世界規模での商標調査及

び商標登録を進める。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

基本的には、権利化した事項に抵触するか否かをもとに、当該性品の販売への影響など総合的

に判断して対応を決定する。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

現時点で、知財に関わる事業推進上の課題は存在しない。但し、今後も特許面でのリスク管理

は継続して実施する。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

当該開発品であるステント及びデリバリーシステムにおける技術的開発リスクとして、ベンチ
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マーク試験と臨床（治験）との差異により、ベンチマーク試験において優位性や有効性があると

評価された機能、性能、特性が臨床においても想定通りに確認できないリスクがある。これに対

しては、動物実験などにより可能な限り実臨床を模擬するとともに、ベンチマーク試験方法の改

善を継続的に進め、リスクの最小化につなげる。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

薬事申請上必要な項目については明確化されており（一部、薬事改正によるギャップ分析が必

要）、その考え方についても PMDA との整合を図ってきている。試験方法や細部条件についても

ほぼ確定しており、適宜、データ取得を進めている。本データ収集の位置づけとして、治験申請

に対応するエビデンスとなる。即ち、当該開発製品に対しては薬事申請に製品の安全性、有効性、

妥当性を示すエビデンス治験データが必須となることから、PMDA との治験前相談を経て治験申

請を行い、治験を実施する計画である。この治験申請に各種に必要なエビデンスとして、各種試

験データの収集を進めている。尚、本エビデンスは最終的に薬事申請にも必要な情報となる。 

 ソフト開発の薬事による計画変更を検討 

 プログラム医療機器の薬事申請の方針を固めたことで、治験を行う必要性があれば朝日インテッ

ク社との行う治験のタイミングに合わせることを検討している。それに伴い、機能開発のスケジュ

ールなどを見直す必要性がある。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① …「耐久性の確認」 

拍動下に於ける耐久性として、4 億回の拍動模擬

環境下での耐久性が求められる。当該開発製品の

構造において、ステントを構成する線材間の磨耗

劣化による破断が発生しないことを確認する必

要があるが、その性能は他の性能とトレードオフ

の関係にあり、その成立条件を明確化する必要が

ある。 

各種設計パラメータを変更した条件での 4 億回拍

動模擬試験を実施中であり、各パラメータが性能に

及ぼす影響を明確化した中で細部の仕様設定を実

施する。耐久性以外の性能に対するパラメータの影

響は既にデータを取得済みであり、これらをもとに

最終的な耐久試験（申請に必要なデータ）を取得す

る。 

② …「製品性能の安定化」 

ステントの製品性能を左右する要因が複数有り、

製品性能に大きなばらつきを生じる可能性があ

ることが明確になっている。これらの性能は臨床

上、手技の成否にも影響を及ぼす可能性があり、

これらの性能を含む品質を安定化させる必要が

ある。 

各製造工程において製品性能に影響を及ぼす管理

項目と管理基準を明確化し、それを実現するための

設備や冶具の開発・整備する。生産工程については

検討を完了して設備導入も進んでいるが、製品の細

部仕様見直しに伴う管理項目・管理基準の変更を適

宜実施し、安定した品質を実現する。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 
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ステント及びそのデリバリーシステムについては朝日インテックにおいて生産するとともに、

既に整備されている脳血管内治療用デバイスの物流体制及び販売チャンネルを利用して国内への

展開を実施する。海外についても朝日インテックの欧州、中東、中国、東南アジアの営業拠点を

核に、脳血管内治療用デバイスを取り扱う各国の販売代理店を通した販売ルートを活用する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

当該開発製品ついては市販後のクレーム処理を含む安全管理体制が重要となるが、朝日インテ

ック社内には既にその体制が存在しており、必要に応じてその強化（人員の増強）を実施する。 

製品の教育については、マーケティング部門及び営業部門が中心となって展開する体制が朝日

テック社内に確立されており、同体制を持って拡販にあわせた使用教育活動を展開する。 

 QMS 等の品質保証体制 

朝日インテック社内に既に製販としての QMS 組織体制が確立されており、事業化を進める上で

大きな課題は存在しない。 

 広報・普及計画 

国内については、朝日インテックが有する脳血管内治療用デバイスの販売ネットワークを活用

したプロモーションを強力に推進する。 

海外については、現時点において国内に比して販売ネットワークが完全に整備できていないこ

とから、先ずは学会等の場を利用したプロモーションを推進するとともに、地域ごとで中核とな

る医療機関へのアプローチから開始する。 

 プログラム医療機器メーカーとしての体制作り 

株式会社アルムは朝日インテックのように医療機器メーカーとしての社内体制が未構築のため、

業務許可申請と同時進行で規制内容やガイドラインを調査しており体制作りを行っている。 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① …「薬事承認期間」 

薬事申請後、承認取得までの期間がコントロール

できないことから、プロモーション活動などにも

制限が加わるため、上市計画を立てられない。 

事前の PMDA との調整を実施し、抜けの無い申請

内容に関する準備を進めるとともに、照会事項への

迅速な対応とその回答を直接面会して説明するな

どの対応により、審査機関の短縮につながる活動を

推進する。 

② …「競合他社の動向」 

競合他社の動きが活性化してきており、更に、新

規のデバイス開発の動きも見られることから、上

記の上市時期とも絡み、当該開発製品の優位性を

保持し続けられるかが課題となる。 

上市時期を可能な限り前倒しにする対応を進める

とともに、他社品の分析を確実に実施し、差別化で

きる事項がないかを調査するとともに、優位性確保

のための特許面での対応を強化する。 
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 東京慈恵医科大学と朝日インテックが共同で進めているステントの非臨床試験を行い、一部仕様の

変更の必要性が出た。 

変更後 ステントの仕様を一部変更を行い再試験を実施、変更後の効果を確認した。 

 

(3) 事業化体制 

変更前 当初計画では CFD ソフトはプログラム医療機器の対象となるかが不明であったため、薬事申請を計

画に盛り込んでいなかった。 

変更後 平成 26 年 11 月 25 日施行の薬事法改正に伴い、CDF ソフトはプログラム医療機器の規制対象とな

る可能性が非常に高いことから、株式会社アルム（旧社名スキルアップジャパン株式会社）は医療

機器製造販売業、及び製造業を取得し、プログラム医療機器として CFD ソフトの申請を行う計画へ

変更を行った。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 当初計画では国内の薬事申請よりも、治験が必要ないとされていた CE の申請を先行するものでっ

た。 

変更後 CE の規制内容変更により、ヨーロッパでも治験の資料提出が必要となったため、当初計画を変更し、

治験を元に国内での申請を先行し、国内向けに行った治験のデータ一部を利用する形で CE の申請

を進めていくことに変更した。 

 

変更前 当初計画では CFD ソフトはプログラム医療機器の対象となるかが不明であったため、薬事申請を計

画に盛り込んでいなかった。 

変更後 上記にもあるように、ソフトがプログラム医療機器の規制対象となったため、現在 CFD ソフトを薬

事申請する方向で進めている。そのため PMDA に相談してからではないと、具体的な方向性が確定

できないが、ソフトでも治験が必要となった場合、ステントの治験と並行して進められるかを検討

中である。 

 

1.8.2 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 

薬事申請 ソフトウエアとステントの扱いを一体化す

る必要があるのではないか。 

ソフトウエア薬事的な取り扱いが不明な部

分がありステント上市に影響が出るのを避

けるため、薬事申請に必要な治験としては

ステント・システム単独での実施を念頭に

置く。ソフトウエアに関する治験等の取り

扱いについては今後、PMDA との調整含め

た中で明確化する。 

海外での先行申請は実施しないのか。 CE の認証取得に臨床データが必要である

ことから治験実施が必須となった。このた
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領域 指摘事項 対応 

め、CE での先行申請は見送り、国内で治験

を実施後に国内申請を優先させ、その後に

同治験データを持って CE 申請を実施する。 

米国については CE 認証取得後に検討する。 

知財対応 海外でのステントの特許に関する調査を徹

底する必要がある。 

海外での販売を念頭においた特許調査は適

宜実施しており、国内については製品保護

の観点からの特許申請を実施済み。現在、

海外への出願を検討中である。 

技術・評価面 特になし  

その他事業

化全般 

特になし  
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①ステント及びデリバ

リーシステムの開発 

設計改善後の追加試験

実施 

26 年度、試験の結果一部の設計の改良を行った。そのため、改善後の追加試験を実

施する。 

②ステント及びデリバ

リーシステムの開発 

量産工程の改善 

① に伴い量産工程の変更も発生したため、設計改善を反映して量産工程を確立さ

せる。 

③ステント及びデリバ

リーシステムの開発 

国内治験準備 

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取りやめ、国内治験を先行させる。国内治験の準備、及び

治験の届出を行う。 

④ステント及びデリバ

リーシステムの開発 

最終仕様の設定 

改善後の仕様を試験によって最終チェックを行い、最終仕様の設定を行う。 

③ ⑤CFD ソフトの開発 

製品化設計 

統合モジュール化の設計・開発および統合インストーラーの開発・設計作業。 

エディタのステント留置機能と CFD の各種ステント留置シミュレーションの設

計・開発 

④ ⑥CFD ソフトの開発 

安定化開発 

各モジュールの安定化開発。エディタの機能改善、CFD ステント留置シミュレー

ションの速度向上とビューワーの機能改善を実施 

⑤ ⑦CFD ソフトの開発 

システム試験 

各モジュールの単体試験と統合モジュールとの結合試験を実施 

 

 

(2) 平成 27 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 

薬事申請  申請に必要な治験実施に向け、治験届提出に向けた PMDA との調整及び治験の詳細

計画に関する検討する必要がある。 

知財対応  海外を含む知財情報については調査済みであるが、今後、製品を守る観点からの海外

での特許化に向けた対応を検討する必要がある。 

技術・評価面  ステント・システムについては最終仕様に対する物性試験及び CLP に準拠した動物

試験を実施し、非臨床評価を完了させる。 

その他事業

化全般 

特になし 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

 

1.10.2 平成 26 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 

特になし。 

 

(2) 事業の進め方 

インプラント製品における動物試験のタイミングを基本構想のフェーズで実施し、仕様変更への影響

を最小にとどめるなどの工夫により、設計変更の規模を最小化できる可能性がある。 

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）。 △一部
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 △一部
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 △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。 △一部
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。 ○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。 △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
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。 △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。 △一部

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
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
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。 ×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) その他 

特になし。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

株式会社アルム ネットビジネスソリューション事業部 （担当：三谷） 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目 27 番 11 号 祐真ビル新館 2F 

電話：03-6418-3010/ Fax:03-6418-3012/ Email: c.mitani@allm.net 

 


