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1. 事業の概要 

出生 100 人に 1 人発症の先天性心疾患は、乳幼児死亡の主原因である。心臓の立体構造は複雑で、治

療の成否は解剖学的異常の正確な把握による。エコーや CT による画像診断は十分ではなく、術中に治

療方針の転換を余儀なくされる場合がある。開発品は心臓の内部構造を忠実に再現しており、手術シミュ

レーションによる診断を行え最も適した術式選択を可能にする。本事業にて世界初の臓器医療機器を中

小企業発の技術で誕生させる。 
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1.1 事業の目的 

【目的】 
小児先天性心疾患は、出生 100 人に 1 人の割合で発生し、その外科治療が成功し救命されるか否か

は、いかに心臓の立体構造を正確に把握できるかにかかっている。現在わが国の医療現場で行われてい

る小児先天性心疾患の診断方法は、断層心エコーや心血管造影などの 2 次元画像診断に加えて、

MSCT(マルチスライス CT)や MRI による 3 次元画像診断が実施されている。 
しかし、このような MSCT や MRI などの 3 次元画像ですら、平面モニターに映し出される 2 次元画

像に影を付けた見かけ上の 3 次元画像情報であり、実際の心臓の立体構造や立体的感触との間には、ま

だまだ大きな隔たりがある。 
例えば、MSCT では、医師が頭の中で MPR 像を 3 次元に再構築する必要があるため、心臓の各部位

の空間的配置やサイズなどを正確に把握する事が非常に難しく、十分な情報を得ているとは言い難かっ

た。 
また断層心エコーでは、空間的にねじれて走行する異常血管を立体的に把握することや、エコービー

ムが届かない大動脈弓や末梢肺動静脈の異常を診断することが非常に困難であった。 
以上の理由により、2 次元画像診断および見かけ上の 3 次元画像診断だけでは、個々の患者の病態に

応じた手術術式の選択が十分に行うことができず、多段階にわたる手術を余儀なくされたり、術後に遺

残症や続発症が発症して再手術を余儀なくされたりすることがしばしば生じていた。 
これらを解決するためには、患者の心臓を忠実に再現した 3D モデル、すなわち、実際に手に取るこ

とができ、多方面から切開して心臓内部を詳細に観察することができ、最終的に実際の手術と同様に縫

合による模擬手術ができるような製品の開発が期待されてきた。 
今回我々は、これまで技術的に困難であった超軟質の 3D 精密心臓モデルを製品開発し、下記 1,2 項

の医学的有効性の実現を目指した。 
1. 手術リスクを最大限避けることによって、より低侵襲で安全な手術が可能であること。 
2. 手術自体の効率化によって時間短縮に繫がること。 

 
医師は、本補助事業開発品により、これまで以上に確実な情報を速やかに把握することができ、それ

が診断の正確性に繫がる。 
結果、より最適な術式の選択が可能となり、多段階手術の危険性が減少するとともに、最適とは言い

難い手術を回避することが可能となり、医療費の削減に繫がる。 
 

今後、本補助事業は、量産化に関する生産体制を確立するとともに、知財管理の実施、販売チャネル

の確保などを行う予定である。 
なお国内市場については、2020 年 3 月に薬事申請を行い、2021 年 3 月に上市、2021 年 10 月に保険

償還を目指す。 
 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社クロスエフェクト 

PL： 竹田 正俊（株式会社クロスエフェクト） 

SL： 白石 公（国立研究開発法人国立循環器病研究センター） 
共同体： ①国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

  ②株式会社クロスメディカル 

③京都府立医科大学  
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 未定 クラス分類 未定 

製品名 
超軟質実物大 3D 精密心臓モ

デル 
分類名称（一般的名称） 該当なし 

対象疾患 先天性心疾患 届出／認証／承認 未定 

想定される販売先 
国内の小児循環器科及び小

児心臓外科のある医療施設 
新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 

使用方法及び目的は下記の通りである。  

１．先天性心疾患患者の術前検討時に使用 

２．心臓及び血管の解剖学的な構造異常、複雑な血管異常などを把握し診断を行う 

３．診断より、治療方針の選定・決定及び術式の選定・決定を行う 

４．選定・決定した術式で実際に手術シミュレーションを行う 

(※ 必要に応じ、３～４を決定まで繰り返す） 

上記１～４の使用方法により、下記①～④の有効性が明らかになっている。 

① リスクの少ない術式の決定(患者生存率の向上） 

評価指標：手術後 2ヶ月後の生存率(症例毎）、術後経過に対する評価 

② 患者予後に最も良好な術式の選択(術後の通院や服用薬の削減、心機能の完全回復な

ど） 

評価指標：選択した術式 

(術式の評価は文献による） 

③ 手術時間を短縮 

(患者の身体的負担を短縮） 

評価指標：心停止時間、人工心肺時間 

④ 確実な手術の実施 

(外科的処置の確実性） 

薬事申請予定者 ㈱クロスメディカル 医療機器製造販売業許可 平成 30 年 12 月 10 日許可 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

㈱クロスメディカル 医療機器製造業許可 平成 30 年 12 月 10 日登録 

㈱クロスメディカル 医療機器販売業許可 取得予定 

― 業許可 ― 

 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

注記：数値は全て、本補助事業開発品としての市場見込みである。 

※治験開始の遅延により国内薬事申請時期、上市時期を変更。（計画時：国内薬事申請 2020 年 3 月、国内上市 2021 年

3 月） 

 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 2021 年 2 月 未定 

上市時期 2022 年 3 月 未定 

想定売上（上市後 3年目） 1.8 億円／年（2023 年時点） 未調査 

市場規模（上市後 3年目） 1.8 億円／年（2023 年時点） ― 

想定シェア（上市後 3年目） 100％（2023 年時点） ― 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本事業は、「3D 臓器モデルによる実モデル診断」という世界初の革新的な製品を通じて画像診断を

発展させ実物モデルでの診断を市場に提供する事を目標としている。 

製品としては、下記の 3 つの特徴を有しており、特に 2、3 においては、他社に見られない新規性を

有している。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

このような特徴を有した、3D 臓器モデルは、患者の心臓に直に触るのと

同じ様な感覚を得られ、外観や心内構造などの目視を可能とする。 

また、超軟質の物性を持つ事で、部位を切開したり、切り取った部位を吻

合したりなど、実際に複数の外科医が様々な見解をもって手術シミュレーシ

ョンを行うことにより、“ 術式診断 ”を行うことを可能とする、これまで

に無い新しい原理を有する医療機器である。 

更には、このような 3D 臓器モデルを医療機器の、しかも高度管理医療機

器として承認を得、保険償還を獲得し、診断サービスとして確立させるよう

な事業は、世界的にも見られない非常に新規性の高い事業である。 

１．MSCT 撮影より得られた患者固有の DICOM データを元に製作された 

オーダーメイド型実物大心臓立体モデル 

２．心臓外側表面だけでなく心臓内腔までを詳細に表現 

３．実臓器に非常に近似した超軟質素材製で、実際に切開や縫合が可能 

最終製品の全体写真 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

対象疾患は「先天性心疾患」であり、主に生後間もなくの乳幼児から 15 歳程度の患者に使用されるこ

とを想定している。 

なお、小児心臓外科のある医療施設は、全国で 119 施設であり、これらの医療施設に於いて実施され

る心臓手術が対象となる。（日本先天性心臓血管外科手術データベースによる数値） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

想定する市場規模・ニーズについてであるが、先ず、先天性心疾患患者数が、毎年約 100 万人の新生

児のうち 1％にあたる 1 万人であり、その内「外科的手術が必要な患者数」は約 3500 人、更に当初は

「手術難易度※の高い先天性心疾患患者」＝約 700 人（推定）が対象数となる。 

オーダーメイド型の為、多少の価格バリエーションを予定しているが、予定平均単価 25 万円とした

場合の、年間売上高は、約 1.8 億円の市場となる。 

また、新医療機器の為、立上げ時のシェアは 100％となり、上記 1-(2)-①項に記載した小児心臓外科

のある医療施設 119 施設全てが該当する。 

以上の算出は、現状先天性心疾患の分野での診断用 3D モデルの市場が無く、本製品のみの想定市場

規模となる。 

 

注記：数値は全て、本補助事業開発品としての市場見込みである。 

※ 手術難易度の規準は、外保連試案 2016 の技術度に準ずる。 

 

  



 

7 

(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 

(1) 競合企業 

1. 競合企業①：GH 株式会社 

受託サービス（医療用 3D 模型造成サービス）を 2015 年より開始。 

2. 競合企業②：バイオメットジャパン株式会社 

 2013 年に保険償還（Signature ガイド）済み。 

 

(2) 競合機器 

1. 競合機器①：医療用 3D 模型造成サービス（GH 株式会社） 

K939 画像等手術支援加算の 2「実物大臓器立体モデルによるもの」で術加算 2000 点が適用。 

2. 競合機器②：Signature ガイド（バイオメットジャパン株式会社） 

 K939 画像等手術支援加算の 3「患者適合型手術支援ガイドによるもの」で術加算 2000 点。 

 

 (3) 市場獲得の為の障壁 

市場獲得のための障壁としては、シェア確保については問題ないが、新医療機器であるが故、本品に

対する認知が不十分な事である。 

現在、国立循環器病研究センター白石先生を中心に、学会などで発表を行っていただいているが、更

なる広報活動が、医療機器承認と同時に瞬間的に必要となる。 

また、上市に際し、患者データを医療機関外の企業に外部提供する際の手法及び倫理的側面の問題に

対する解決策が必要である。 

 

 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） 

(1) 競合品との比較表 

 提案機器 競合機器① 競合機器② 

メーカー 株式会社クロスメディカル GH 株式会社 バイオメットジャパン 

株式会社 

概要 複雑先天性心疾患の手術に

使用する、患者個別対応型

心臓モデル。患者の CT デー

タを基に設計製造される診

断機器であり、心臓臓器材

質に酷似した非常に柔らか

い性質を有している。 

脳神経外科や整形外科な

ど、主に骨格構造や腫瘍位

置を特定するなどの為に使

用される。本品は、CT や MRI

など個々の患者の医療情報

に基づき、患者毎に設計、製

造されるが、機器自体は非

医療機器である。 

人工関節（再）置換術に用い

られる単回使用のドリルガ

イド。本品にて骨切りの位

置決めをする。本品は、CT や

MRI など個々の患者の医療

情報に基づき、患者毎に設

計製造され、医療機器であ

る。 

型式 超軟質実物大 3D 

心臓モデル 

医療用 3D 模型造成 

サービス 

（販売名）Signature 

ガイド 

特徴 複雑先天性心疾患に対して

手術前にシミュレーション

を行う事が可能。それによ

り、切開位置や心内構造を

予め把握でき、手術(人工心

肺停止）時間の短縮に繫が

る。また、術後の合併症など

顔面骨折などに対する医学

的構造情報の提供や、脳や

目付近の複雑に神経が絡ん

でいる箇所の医学的構造情

報を立体的に提供する事に

より、正確な手術を行う事

ができる。 

人工膝関節を長期に安定さ

せるためには、正常の機能

軸（大腿骨頭－膝関節－足

関節の各中心を結んだ線が

180°に近い状態で人工関

節を植え込む必要があり、

本品によって正確な機能軸

を確保することができる。 
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 提案機器 競合機器① 競合機器② 

の可能性が低減でき、予後

の影響が大きい。 

国内市場 

規模 

 一般企業が展開できる医療

サービスではあるが、市場

そのものはまだ発展途上で

あると見ている。 

現在判明しているだけで、

合計 3 社から同じ一般的名

称の製品が販売されてい

る。市場そのものはまだ発

展途上であると見ている。 

保険償還 

点数 

未定 K939 画像等手術支援加算の

2「実物大臓器立体モデル

によるもの」で術加算 2000

点。 

K939 画像等手術支援加算の

3「患者適合型手術支援ガ

イドによるもの」で術加算

2000 点。 

クラス分

類 

クラスⅢ（予定） 非医療機器 クラスⅡ 

 
(2) 競合機器に対する差別化ポイント 

先ず、本事業の開発品は新医療機器であるが、CT 画像から製作されるオーダーメイド型モデルとし

て混同され易い為、あえて、上記比較表に二つの製品を上げ下記に差異を示す。 

 
一つ目の【K939 画像等手術支援加算の 2「実物大臓器立体モデルによるもの」】については、非医療

機器であり、製作・使用・管理方法全てにおいて全く異なる。 

それ単体で医学的有効性が認められないが、施術を行う際に診断を補助する事が可能である(単体で

医学的有効性を得られる機器では無い）との判断から非医療機器のまま術加算とされたものである。 

また、当該品は、骨格の構造把握や腫瘍位置の把握などに用いるが、最終的には CT 等既存の診断機

器で確定診断を行う為、術式の決定や手術時間の短縮など、直接の臨床的有効性を有する弊社製品とは

機器としての本質が全く異なる。 

 

二つ目の、【K939 画像等手術支援加算の 3「患者適合型手術支援ガイドによるもの」】については、医

療機器ではあるが、臓器そのものをモデル化するのではなく、「手術を支援するガイド」を作成するた

め、こちらも性質が全く異なる。 

 

本事業の開発品は、あくまで先天性心疾患に対する直接的な診断アプローチを行い、診断結果と施術

方法をアウトプットする機器である為、【K939 画像等手術支援加算の 3「患者適合型手術支援ガイドに

よるもの」】に該当する機器とも本質的に全く異なる。 

よって、競合商品は、存在せず、下記には、本事業開発品の優位性を記す。（先述の新規性プラス下

記、優位性） 

 

想定する市場における競合他社による類似製品・サービスに対する優位性であるが、弊社の特許取得

済みの独自製造による新規性を有した製品特徴もさることながら、高度管理医療機器承認というハー

ドルの高い参入障壁を強いる事が確固たる優位性となる。つまり、他社と比較した場合、弊社独自の技

術である真空注型技術（特許第 5135492 号：中空構造体の樹脂成形体の製造方法及び中子並びに中空

構造体の樹脂成形体）に起因する、真似の出来ない内腔形状の再現性の実現及び、これまでに築き上げ

たデータ、特殊軟質素材ノウハウ等が、薬事承認獲得により優位性は強固なものとなる。 

現状、他の医療機器承認を目指している臓器モデル及び事業は世界に存在せず、我々が、高度管理医

療機器（クラスⅢ）に耐えうる品質基準のデファクトスタンダードを日本発、世界初として築き上げる

べく、リードしていくこととなる。 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023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

製品開発・評価
・コンセプト設計
・Pilot study実施

販売戦略 ・市場調査

臨床研究

薬事申請

知財対応
・国内特許①出願済み
・国内特許②出願（終了）

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

”医療経済性を明確にする為の技術評
価”の遅れは、レセプト調査に時間が掛
かっているため。
”PMDA：薬事戦略相談”の遅れは、メー
ルでの相談が進んでおり、現状、面談の
必要性が無いため。

【量産試作】
　メーカー納期遅延による遅延
【力学・物性試験】
　Pmda対面助言結果で必要性を判断す
る。
【臨床研究】
　量産試作の遅れによる遅延
【業許可取得】
　補助事業外理由による。

【製造販売承認申請】
治験開始の遅延により発生。上市
時期も同様。

①再現性評価方法の確立
②量産試作
③力学試験
④物性試験
⑤生物学的安全性試験
⑥リスクマネジメント
⑦販売計画作成
⑧販売体制構築・チャネル確保
⑨治験デザイン作成
⑩治験プロトコル作成
⑪班会議
⑫体制づくり
⑬Pmda相談

①量産試作
②力学試験
③物性試験
④リスクマネジメント
⑤販売体制構築・チャネル確保
⑥治験プロトコル作成
⑦体制づくり
⑧Pmda相談
⑨治験実施
⑩業許可取得
⑪厚労省経済課との折衝

①治験実施
②薬事申請

【臨床研究（治験実施）】
評価表のPmda承認が終わっていない
為、遅延が生じている。
国立循環器センターの、治験受託機関と
の契約に対する入札審査の複雑さ（2019
年度から、より複雑化した）により遅れが
生じた。（現在、クロスエフェクトの直接契
約を目指している）

再現性評価方法の確立（終了）

量産試作（終了）

薬事体制づくり（終了）

PMDA：薬事戦略相談（終了）

業許可取得（終了）

★
2021年2月：医療機器製造販売承認申請

★
2022年2月：承認

★
2016念2月：特許出願

販売計画作成（終了）

販売体制構築・チャネル確保

力学 / 物性試験（終了）

生物学的安全性試験（終了）

リスクマネジメント（終了）

医療経済性を明確にする為の技術評価（終了）

再現性評価方法の確立（終了）

量産試作（終了）

規制当局との折衝（終了）

治験デザイン作成（終了）

治験プロトコル作成

班会議（終了）

薬事申請審査

知財調査書（特許出願書）（終了）

治験相談（終了）

厚労省経済課との折衝

治験実施

★
2022年3月

上市（国内）
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.8 1.0 1.0 － － － － － － － 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.33 0.33 － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － 0 0 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 

販売数量（単位：個） － － － 0 0 350 700 700 700 700 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：個） － － － － － － － － － － 

 

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円） 0.8 1.0 1.0 － － － － － － － 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.33 0.33 － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － 0 0 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 

販売数量（単位：個） － － － 0 0 350 700 700 700 700 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
 

※治験開始の遅延により国内薬事申請時期、上市時期を変更。（計画時：国内薬事申請 2020 年 3 月、

国内上市 2021 年 3 月） 

 
販売価格の根拠について、本開発品の平均（オーダーメイドタイプの為）販売予定価格は、以下で説

明する「1）保険点数の目論み」、「2）原価の根拠」及び「3）販売数の根拠」により、250,000 円と設

定した。 
 
1) 保険点数の目論み 

本開発品を使用する事によって、先天性心疾患の手術を、術式選択も含めて正確に行う為に必要な情

報を得ることが可能である。 

本開発品を使用して手術シミュレーションを行った場合、以下の有効性が期待できる。 

(ア)不確実な手術の防止 

(イ)心停止時間の短縮 

(ウ)上記（イ）による、心不全や合併症の回避 

(エ)上記（ウ）による回復期間（入院期間）の短縮 

(オ)段階的手術の削減（複数回の姑息手術の削減） 
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以上から、これまでの画像診断に対する医学的・経済的優位性が得られると考えられる。 

これまでの画像診断では、本開発品の様に心内構造を事前に把握する事が不可能であった為に、上記

（ア）～（オ）の様な有効性を求める事が不可能であった。 

今後実施する治験でこれらを証明する事によって、有効性及び経済性の両面で当局に訴え、我々が希

望する保険点数を実現させていきたいと考えている。 

 

2) 原価の根拠 

本開発品は、これまで約 100 症例の Pilot Study を行っており、その全ての症例において、弊社 Cost 

management system を用いて、下表のような原価検証を行ってきた。 

 

3) 販売数根拠 

販売数の設定根拠であるが、以下により算出した。 

・出生数・・・1 万人 

・その内、外科的手術が必要な患者数・・・3500 人 

・またその中で“手術難易度の高い”先天性心疾患患者数・・・700 人 

 但し、上市初年度は、年度途中ということもあり、350 人で計上した。 

 

※ 上記の人数に関しては、日本胸部外科学会の学術データをもとに算出。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上の結果を踏まえ、冒頭で述べた、平均販売予定価格を設定している。z 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

本開発品が、上市された後も売れ続ける為のビジネスの仕組みを構成する要素として、以下①～④に

ついて実現させていく。 

① 価格 

常にコストダウンの意識を持ち、低価格化に対応する。具体的には以下を進める。 

1. 効率的な工法・管理法の開発によるコストの削減 

2. 省人化の推進による直接経費の削減 

② 機能 

医師目線での高機能化を目指し、常に製品に真新しい要素を投入する。 

1. 使用状況に関する情報収集システムの構築 

2. 市場からのフィードバック情報を社内で速やかに展開し、アウトプットできる組織の構築 

3. 適切なマネジメントシステムの運用による信頼性の維持 

③ 納期 

手術までの日にちに余裕の無い患者への対応。 

1. より短期での製品提供を目指す為の工法開発 

④ 海外への事業展開 

日本発、世界初として海外への事業展開を目論む。 

1. まずは国内で実績を積み、事業の体を作り上げる 

2. 海外での広報活動を行い、本開発品の知名度を向上させる 
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 2) ビジネス体制 

㈱クロスエフェクトが開発した医療機器を㈱クロスメディカルが事業化し、予め確保していた販売チ

ャネルを使って全国の医療機関へ販売を行う。 

販売後も、全国の販売企業を通じて製品情報を収集し、アフターフォロー及び製品へのフィードバッ

クにつとめ、信頼性の高い製品を供給する。 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 全般相談（2018 年 1 月 29 日@PMDA） 

臨床研究及び治験デザインに関する相談 

 全般相談（2018 年 7 月 26 日@PMDA） 

治験評価基準に関する相談 

 対面助言（2019 年 1 月 15 日@PMDA） 

治験実施のための相談 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 ビジネス特許化の検討 

製品市場性を強化する為、データ構築（医師承認部分）、全体システムでのビジネス特許化を検討した

が、伴走コンサルでの指摘も受け困難と判断。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

今年度は、治験準備並びに実施が事業の計画であったため、他のエビデンス収集は無し。 

 患者予後追跡調査研究の計画 

具体的なプロトコルはこれから作成するが、薬事申請並びに保険償還の際に必要となるデータ収集と

して立案。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

本補助事業開発品は治験終了後にクラス分類が決まるため、その決定に対して必要な対応を可能とす

る販売店調査を実施。 

生産体制については、人員をこれまでの倍にし、生産強化する計画を立案。（2020 年度に実施） 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

社内体制を再度整理し、必要な手順書を見直し。 

 QMS 等の品質保証体制 

昨年度に引き続き、継続・維持。 

 広報・普及計画 

専門部署の設置。 
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 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 
・治験実施 ・倫理審査委員会より承認。 

 

知財 ― ― 

技 術 ・

評価 

― ― 

その他

事業化

全般 

・保険償還 ・班会議の実施については、COVIT-19 により中

止となったため、次年度にタイミングを見て実施

する予定。その他治験実施後の班会議を行う。 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

2019 年度事業のゴールは 2020 年 3 月に薬事申請を行うことであり、各分担機関の役割を以下の通りとする。 

㈱クロスエフェクトは、販売チャネルの完成と治験実施を目指して㈱クロスメディカルをサポートし、更に本事業の取り纏めを継続する。 

国立循環器病研究センターは治験参加施設の取り纏め、京都府立医科大学は外科部門の統括を行い、円滑な治験実施に努める。 

㈱クロスメディカルは治験機器提供者として治験をサポートし、治験終了後は薬事申請書の作成並びに申請を行う。また、㈱クロスエフェクトのサ

ポートを受けながら、販売チャネルの完成を目指す。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

超軟質実物大 3D 精密心臓モデル 本事業開発品は、心臓を解剖学的に忠実に再現しており、且つ実心臓と同じ感触が得られる特徴により、解剖学的

異常をより正確に理解できるのみならず、切開縫合などが可能で手術シミュレーションを実施する事が可能である。 
病理解剖の様に、実際の手術では不可能な位置を切開する事ができ、心臓の内部構造を詳細まで確認出来ること

から、“手術時間の短縮”、“手術回数の削減”、“術式の確定”などの医学的有効性が期待できる。 

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 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 

②販売戦略 

（クロスエフェクト） 

2)販売体制構築・チャネルの確保 

クロスエフェクトは、これまで医療関係

商社との取引を行ってきた経験をもっ

て、クロスメディカルの活動をサポート

する。 

2020 年 3 月 

定期打ち合わせ記録 

（クロスメディカル） 

クロスメディカルは、2018 年度に実施

した代理店調査の結果を踏まえ、販売

▶ 

【進捗 50％：×】 

 

2)販売体制構築・チャネルの確保 

代理店（候補）との接触を図り、販売方法とアフターフ

ォローについての意見を交換した後、国内を網羅する複

数の代理店を持つ規模の大きな企業との契約に決定。 

 

 

▶ 

 

 

2)販売体制構築・チャネルの確保 

 治験が終了していない為、それと並行し

て進める。 

 



 

18 

2019 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 

方法、アフターフォロー、事前教育手順

の作成などの決定と代理店契約を進め

る。 

2020 年 3 月 

販売検討計画書 

③臨床研究 

5)班会議 

（国立循環器病研究センター） 

班会議は治験実施施設を対象に、2 回の

開催を予定する。 

1 回目は、治験開始直前に治験実施前打

ち合わせを行う。 

2 回目は、治験実施後にフォローアップ

として行う。 

1 回目：2019 年 5 月。班会議用治験説明

資料。 

2 回目：2019 年 12 月。治験データ纏め

資料。 

 

6)治験実施 

（クロスエフェクト） 

2019 年に開始予定の治験を滞りなく進

める。 

本補助事業対象機器の評価方法は 5 段

階評価となるが、いかに客観性を持た

せるかが重要であり、どのような計画

を立てるかに掛かっている。 

 

Pmda との対面助言において、第三者評

価委員会を設置することにより、治験

▶ 

【進捗 100％：〇】 

5)班会議 

 全ての治験分担施設への訪問が終了。 

 班会議で本来検討すべき内容について、全ての調査を

終えた。 

 調査内容は整理し、治験プロトコル並びに附属文書類

にフィードバックを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

6)治験実施 

 全ての治験実施施設に関し、IRB 審査の状況は以下の通

りとなる。 

 ・国立循環器病研究センター ・・・承認済み 

 ・東京大学附属病院     ・・・承認済み 

 ・静岡県立こども病院    ・・・承認済み 

 ・岡山大学病院       ・・・承認済み 

 ・京都府立医科大学     ・・・承認済み    

  

 尚、治験届に対する 30 日待機期間は 2 月 15 日(土)に

明け、まずは国立循環器病研究センターにて治験をスタ

▶ 

 

5)班会議 

 治験前の班会議は実現しなかったが、必

要なデータは収集できたため、事業に影響

はなし。 

 治験終了後の班会議は開催の予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)治験実施 

 すべての分担施設で IRB の承認が下り

た為、順次患者の組み込みを進める。 
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2019 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 

参加施設以外の第三者の目により、診

断結果の客観性を証明する事が可能で

あれば、その結果を受け入れる事が可

能であるとの見解を頂いている。 

 

第三者評価委員会のメンバーは、京都

府立医科大学が選定し、国立循環器病

研究センターがプロトコルに纏める。 

プロトコルには以下の内容を含んだも

のとし、必要があれば専門家に関与頂

き完成させる。 

① 評価基準 

② 評価手順 

③ 提供する患者情報の種類 

④ その他 

 

更に、本補助事業対象機器を使用して

の安全性評価の専門委員会も実施する

事となった。 

本補助事業対象機器は非侵襲機器では

あるものの、使用して手術した患者が

死亡などの重篤な障害が発生した場

合、機器の関与を含めた影響を評価す

る機会が必要であろうとのことで、新

たに設置する事とした。（Pmda と共有済

み） 

その他、患者の予後に関する調査も実

施する。（薬事申請までの期間） 

Pmda 対面助言時に提案された事項であ

り、承認申請時に Pmda より確認を受け

ートしている。 

 現在までに 3 例の患者より同意得ており、3 月中に 1 例

治験が実施された。 
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2019 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 

る事が確実であるとのこと。 

 

以上を整理するが、本治験において、以

下の内容をクロスエフェクトが実施す

る。（高度な専門性が要求される内容は

外部業者に関与頂く） 

① 第三者評価委員会の設置・評価 

② 安全性評価委員会の設置・評価 

③ 患者予後の追跡調査 

（国立循環器病研究センター） 

2019 年に開始予定の治験を滞りなく進

める。 

治験に関する窓口となり、情報共有な

どの管理を行い、治験全体を総括す

る。 

具体的には、国立循環器病研究センタ

ーの医師が治験責任医師となり、窓口

対応や治験分担医師の取り纏めを行

う。 

2019 年 12 月 

治験実施 

記録 

（クロスメディカル） 

クロスメディカルは、治験機器提供者

として計画通りに機器を作製し、納品

する。 

2019 年 12 月 

治験機器の提供記録 

 

（京都府立医科大学） 
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2019 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 

京都府立医科大学は、本開発品の治験

での評価方法に客観的評価を行う仕組

みとして、複数の外科医で構成する第

三者評価委員会の取りまとめを行う。 

2019 年 12 月 

診断指針 

第三者評価委員会評価記録類 

 

④薬事戦略 

4)薬事申請 

（国立循環器病研究センター） 

保険償還攻略の為、学会への働き掛けを

行う。 

具体的には、国立循環器病研究センタ

ーにて班会議を開催し、学会から中央

社会保険医療協議会に対して保険償還

を要望頂ける様働きかける。 

2019 年 8 月 

班会議用治験纏め資料（有用性に関す

る整理資料） 

（クロスメディカル） 

具体的には、国立循環器病研究センタ

ーに班会議を開催頂き、学会から中央

社会保険医療協議会に対して保険償還

を要望頂ける様働きかける。 

2019 年 8 月 

班会議用説明資料 

治験終了後申請書を作成し、2019 年 3

月迄に申請する。 

保険償還攻略の為、学会への働き掛け

▶ 

【進捗 20％：○】 

4)薬事申請 

前回厚労省に医政局経済課に行った保険償還に関する

相談において頂いたアドバイスを基に再度治験評価方法

を整理した。 

最終的には、五段階評価の最大評価に該当する内容に

ついて、その詳細を記載頂く事で対応する。 

その中には、執刀医がどの様な分析をし、どの様なプロ

セスを構築しどう診断したのかを記録として残す様にし

た。それを客観的に有用性評価委員が評価する事によっ

て客観性を持ち、更には治験機器の有用性がよりクロー

ズアップされる仕組みとした。 

以上を変更し PMDA に変更届を提出。 

  

▶ 

 

4)薬事申請 

CRO 企業を経由して、変更内容を周知。 
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2019 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 

を行う。 

2020 年 3 月 

薬事申請書 

保険償還について厚生労働省経済課と

折衝を行い、保険適用希望書の作成の

準備に着手する。 

2020 年 3 月 

実施記録 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

本事業（3 年間）にて非常に大きな成果は、治験が実現できた事である。治験についての当初懐疑的で

あったがその理由として、 

１．3D モデルの臨床評価方法が確立されていない 

２．定量的な評価が難しい 

上記を解決するために臨床研究を行い、有用性をアピールした結果、客観性のある評価基準を決定する

事ができた。 

その為に行ったことは、臨床研究を通じて有用性がより大きい症例を十分に吟味し治験の対象症例と

したことである。 

 

(2) 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 

 チェックリストの開発戦略について未達の原因があると考えている。 

 具体的には、本来主観的評価となる当該機器をどの様に客観的評価に落とし込むかのところで、様々な

検討が生じてしまった事が原因である。 

 そのために、エンドポイントも頻繁に変わる事となった。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
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。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 該当せず
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 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。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○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。 ○十分

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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(4) 補助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 

初年度より、外科医を分担機関として入って頂くべきであった。 
本機器使用する対象は心臓外科医であり、早い段階で PMDA との面談にも参加頂いた方が、双方の求

めるものに合理性が生まれ、効率的に開発事業が進められたのでは無いかと考えている。 
 

 2) 事業の進め方 

初年度よりコンソーシアムに、専属で専門家（コンサル）が入った頂いた方が、全ての情報が整理され

各々のステップも明確になり効率的に進める事が可能だったのではないかと考える。 

 

 3) その他 

特になし。 
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(5) 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 

特になし ― ― 

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） 

薬事戦略（クロスメディカル） 

体制づくり 

平成 30 年 1 月～平成 30 年 3 月 

（開発スケジュールの前倒し） 

  

平成 29 年 12 月～平成 30 年 3 月 

臨床評価の為、実際に製品を製造しながら

体制づくりを行った方が、より事実に即した

内容で構築できると判断した。 

薬事戦略 

製造販売業及び製造業許可取得 

（クロスメディカル） 

平成 30 年 12 月～平成 31 年 3 月 

 

（取得スケジュールの前倒し） 

 

2018 年 12 月 10 日取得 

これまでの本事業で作成した業務手順に

よって、業許可申請に耐えうるものと判断

し、また、今後実施予定の治験に専念するた

めに、スケジュールを前倒しした。 

 

(6) 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 なし ― 

知財 なし ― 

技術・評価 海外で実施されている臨床試験があれば、そのエンドポイントを

参考に、心臓モデルの治験プロトコルを作れるのではないか 

海外の論文を参考に、五段階評価を確立し、Pmda に受け入れて頂

いた。これにより評価方法が確定した。 

そ の 他 事 業

化全般 

医療機器承認以外のカテゴリー（クラスⅠ）での事業化 クラスⅠ医療機器での上市に関しての懸念事項を解消すべく、関

係各所（規制当局）に対し相談を実施。 

更に、本補助事業開発品をクラスⅠで上市した場合の事業リスク

を分析し、逆にクラスⅠを本事業の制限外にて実現する事となった。 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

・市場性（想定購入顧客） 

 当該機器の該当症例に変更はなく、現在のところ市場性に変更はない。 

 

・競合製品・企業との差別化要素 

 当該機器の持つ特徴を凌駕する機器は現時点で見つからない。更には、製品保証（特に寸法）についても他の追従を許さない。 

 

・上市 

 当初の計画に対して遅れは出ているが、治験期間を短縮しマイナス分を最小限に抑えている。 

 2021 年度中には薬事承認を得られる予定に変更は無い。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
株式会社クロスエフェクト 

〒612-8379 京都府京都市伏見区南寝小屋町 57 番地 

電話: 075-622-2600 / FAX: 075-622-4700 / E-mail: info@xeffect.com 

 


