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会議の開催 主な議題

第１回専門部会
（12月16日）

国内外のガイドラインへの取組みについての講演と意見交換
 米国機械学会（ASME）におけるベリフィケーションとバリデーションへの取組

み状況（ASME V&V 40概要）（山田委員）
 国内における数値計算評価に関する評価指標・開発ガイドラインへの取組

み状況（鎮西部会長）

第2回専門部会
（1月14日）

コンピュータシミュレーションの実例についての講演と意見交換
 医薬・医療のためのコンピューターシミュレーション技術の開発現場と臨床

現場の実情とあり方（京都府立医科大学大学院医学研究科 心臓血管外
科・心臓血管血流解析学講座 板谷 慶一講師）

 コンピューターシミュレーションの骨関節手術計画への応用（菅野委員）

第3回専門部会
（6月30日）

1. コンピュータシミュレーション応用の講演と意見交換
 医療機器応用で想定されるシミュレーションの分類（芦原委員）

2. 報告書序文と目次案

第4回専門部会
（8月18日）

1. コンピューターシミュレーション報告書の記載例
2. 各委員執筆分担の記載内容
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（背景）計算シミュレーションの応用例の出現
・医療機器の設計や評価
・直接計測できない、あるいは侵襲性が高い手法でし
か計測できない診断上有用な情報の取得

１ 本専門部会の目的

4

生体現象を対象とする計算シミュレーション技術の現状
を調査し、これを医療機器に応用する場合に注意すべ
き点を整理・検討すること



医療分野における計算シミュレーションの実例
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目次構成（案）
１．はじめに

①このレポートの目的、範囲

２．数値計算と医療機器（これまで）
①用語の解説（このレポートで用いる用語の定義を兼ねる）
②数値計算の基礎 数値解析の作業の流れ
③計算シミュレーションの医療機器応用の実例
④海外事例の紹介（米国、EUにおける事例の紹介）
⑤数値計算科学の最前線、曖昧さの議論

３．医療機器応用で想定される計算シミュレーションの分類
①古典的な物理シミュレーション
② システムズバイオロジー、生理学のモデル化の最新の進歩
③ ヒューリスティックな方法、機械学習との融合
④計算シミュレーションの精度、妥当性レベル分類

４．数値計算科学とその活用に関する最近の話題
① 「曖昧さの定量化」技術の進歩
②計算シミュレーションの医療機器における課題

５．ユーザーコミュニケーション
① トレーニング
②誤差範囲保証の意味

６．バリデーションに用いるデータ
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報告書のスコープ
•本報告は、数値シミュレーションをその主要な機能実現に
用いた医療機器（医療機器プログラムを含む）、又は数値
シミュレーションを医療機器の評価に適用する際の、数値
シミュレーションの適用の仕方、又はその限界に関する基
本的な考え方につき、2020年時点での論点を紹介するも
のである。

計算シミュレーションの医療機器への応用は次の3つに大別できる。

1. 数値シミュレーションを医療機器の設計最適化に用いる

2. 数値シミュレーションをその医療機器の主要な機能とする

3. 数値シミュレーションを医療機器の評価に用いる
数値計算を評価実験の一部とする。

• 血液ポンプ内の血栓形成に関するin vitro, in vivo実験に数値シミュレー
ションを組み合わせることにより、 in vitro, in vivo実験の実験条件が実
用上の最悪条件などをカバーしていることを示す。

本報告では扱わない
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既発行の報告書との関係
整形外科インプラントの強度評価への数値解析使用に関する報告書
(2016)

•整形外科用インプラントの強度解析に数値シミュレーションを適用す
る際に留意すべき点

•数種類の材料の材料力学と有限要素解析における数値計算的な
ポイント

• シミュレーションを強度評価に適用する際の留意点や限界

本報告書

• 材料力学的シミュレーション以外のより多様な数値シミュレーション

• これまで医療機器における数値シミュレーションで扱ってこなかった
現象、病態

• 個別の品目に直接適用可能な個別の議論は行わない。
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医療機器応用の数値シミュレーションの分類

①古典的な物理シミュレーション

② システムズバイオロジー、生理学のモデル化

③ ヒューリスティックな方法、機械学習との融合

④ シミュレーションの精度、妥当性レベル分類
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数値計算科学とその活用に関する最近の話題
① 「曖昧さの定量化」技術の進歩

• 実験と計算の組み合わせ、効率的な検証

• 実験（動物実験）にも限界がある

② シミュレーションの医療機器における課題

• 数値シミュレーションが医療機器になる場合

• 性能評価における応用（動物実験の代替など）

• 実験結果の内挿・外挿の考え方

• 実験結果の妥当性の考察を、数値シミュレーションによって行う時
の考え方

• 実験における再現が困難な場合に数値計算結果で代用する時の考
え方
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ユーザーコミュニケーション

①ユーザー向けの「トレーニング」

•計算誤差を許容する考え方

•臨床的有用性を保証できる計算精度とは何か

② 精度保証付き計算： 受容できる誤差範囲を特定
し、それに見合った数値計算を行う
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バリデーションに用いるデータ

•バリデーションとこれに用いるデータを集める作業は、計算
そのものにかかる時間よりはるかに長い

•数値計算に特有のデータの特徴、機械学習との相違

•リアルワールドエビデンスとそのバイアス

•健常者のデータ中心

•前向き研究、データ収集
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２ 数値シミュレーション・モデリングに
関する既存の文書類
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ASME V&V 40

FDA Guidance / FDA Research

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標・医療機器等開発ガイドライン



ASME V&V 40の概要

横浜国立大学大学院環境情報研究院

山田貴博委員の講演資料より
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ASME = The American Society of Mechanical Engineers

https://www.asme.org/

ASME V&V 40-2018

Assessing Credibility Of Computational Modeling Through 

Verification And Validation: Application To Medical Devices



数値シミュレーションの目的と妥当性

ASME V&V等における認識
 数値シミュレーションの目的

 現象解析
 合理的意思決定ツール

 合理的手法：数値シミュレーション＋観測，実験
 多くの因子の分析，検討
 コスト削減
 信頼性の確保

 数値シミュレーションの重要性の拡大
 社会に重大な影響を与える判断（災害予測等）
 人命に直接影響を与える判断（医療等）

 数値シミュレーションに対するcredibilityの確保
 社会的納得が得られる数値シミュレーション
 規制科学(Regulatory Science)
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対象全体の実験等を意味
するものではない

V&V



V&V 40とは
Computational Modeling of Medical Devices

 ASME V&Vにおいて最も力を入れている分野
 ASME V&V Committeeの現chair personはV&V 40 subcommittee chairの

Dr. Tina Morrison(FDA)

 対象：医療機器（特に留置型）
 ステント
 人工心臓弁
 人工関節 等

 目的
 FDA(U.S. Food and Drug Administration)の許認可プロセスにシミュレー
ションを組み込むための取り組み

 意義
 比較的シミュレーションになじみのない分野（医療関係）における具体的な指
針

 計算力学におけるRegulatory Science（規制科学）としてのV&V

 成果
 V&V 40-2018（2018年11月19日出版）
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For questions about this document, contact Tina M. Morrison, Ph.D., Division of Applied 

Mechanics, Office of Science and Engineering Laboratories, (301) 796-6310, 

tina.morrison@fda.hhs.gov. 

 
 

 

 

FDAのComputational Modeling & Simulation

17source: https://figshare.com/authors/Tina_Morrison/556289

https://figshare.com/authors/Tina_Morrison/556289


数値計算評価を含む評価指標・開発GL

•評価指標
① 血流シミュレーションソフトウェアに関する評価
指標(R1.5.27薬生機審発0523第2号別紙3）

② 3Dマッピング装置等を用いた心臓カテーテル
アブレーション装置に関する評価指標
(H27.9.25薬食機参発0925第1号別紙2）

•開発ガイドライン
③ in silico評価に関する開発ガイドライン2019

④ PDT機器開発ガイドライン2019
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３ コンピュータシミュレーションの実例
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京都府立医科大学大学院医学研究科 心臓血管外科・心臓
血管血流解析学講座 成人先天性心疾患センター

板谷慶一講師の講演資料より

医学・医療のためのコンピューター
シミュレーション技術の開発現場の
臨床現場の実情とあり方
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境界条件のコンセプト： 『生理学』による『データ同化』
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頸部分枝・下行大動脈末梢

冠動脈分枝末梢

Itatani K. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2017;65(11):611-
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4D flow MRI計測との”Validation”

Miyazaki S et al. Heart Vessels 2017; 32(8): 1032–1044. MRI：計測 CFD：計算
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もし左心室と下行大動脈を弁付き人工血管でつなぐと・・・

1.5 m/s

0 m/s

流線(streamline)血圧分布

150 mmHg

0 mmHg
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CFDシミュレーションの適応の考え方

 非解剖学的血行再建を要する症例

 複数の術式が考えられる手術例

 長期生命/生活の予後が必要な症例

 統計データがまだ少ない疾患および術式

具体例

 Fontan再手術

 小児肺動脈再建

 大動脈弓再建

 冠動脈血行再建

 超音波

 カテーテル

 Flow meter

 4D flow MRI

Validationの在り方

3D 血流分布
血流指標も

局所情報(2D計測 1点計測)

未承認計測機器既存の医療機器
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大阪大学医工学系研究科 運動器医工学治療学

菅野伸彦委員の講演資料より

コンピューターシミュレーションの
骨関節手術計画への応用
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医療機器応用で想定される
シミュレーションの分類
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滋賀医科大学医学部 教授
情報総合センター・医療情報部・循環器内科

芦原貴司委員の講演資料より



４ 専門部会の今後の進め方について
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第4回までの専門部会の議論から検討事項案は次のとおり



開催のスケジュール

内容

令和元年

第１回専門部会（12月16日） 趣旨説明、進め方の検討、講演と意見交換会

令和2年

第２回専門部会（1月14日） 講演と意見交換会

第３回専門部会（6月30日） 講演と意見交換会

第４回専門部会（8月18日） 報告書案の検討

第５回専門部会（10月6日） 報告書の内容確認

第６回専門部会（11月11日） 報告書のまとめ

親委員会（12月17日） 親委員会へ報告書案を上程
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