
「こうやったらいいのでは？」

PMDAからみたデバイス承認のポイント

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

医療機器審査第三部

白土 治己

Structure Club Japan Live Demonstration 2016
デバイス承認「患者は困っている」タウンホールミーティング





PMDAについて



PMDAのMISSION

より有効で、より安全な医薬品・医療機器を

より早く医療現場に届けることにより、

患者さんにとっての希望の架け橋となること

国 民



医療機器審査部門の体制

担当部 領域 対象製品

医療機器審査
第一部

整形・形成

主として整形分野のうち膝・上肢関節、股・指関節等
に関する医療機器

主として整形分野のうちプレート・スクリュー、髄内
釘・脊椎等の固定材及び関連する器械・機械、並びに
形成外科、皮膚科領域の医療機器

ロボット・ＩＣＴ・その他
主としてロボット技術、先進的ICT技術等を活用した
革新的医療機器、多科に関わる医療機器、及び他分野
に属さない医療機器

医療機器審査
第二部

歯科口腔 主として歯科領域

精神・神経・呼吸器・脳・血管
脳・循環器（心臓を除く）、呼吸器、精神・神経領域
の材料、機械

消化器・生殖器 主として消化器系、泌尿器系、産婦人科領域

医療機器審査
第三部

眼科・耳鼻咽喉科 主として眼科、耳鼻咽喉科領域

心肺循環器
循環器系の医療機器のうち、主として心臓関係の材料、
機械



厚生労働省
薬事・食品

衛生審議会答申

諮問

申請から承認までの流れ

申請者 PMDA 外部専門家

承認申請 申請受付

照会
申請者に申請内容の確認を
したり、説明を求める

回答
照会に対する説明
や追加資料を提出

審 査

専門協議
審査専門員と外部専門家による
主要問題点の協議・意見の調整

審査結果通知書作成

7

承認



承認件数と審査期間

承認件数 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

医療機器合計 1,227 1,535 1,347 1,235 1,217

新医療機器 33 46 94 67 56

改良医療機器 244 256 287 248 293

後発医療機器 876 1,192 943 917 868

新医療機器
（優先）

新医療機器
（通常）

改良医療機器
（臨床あり）

改良医療機器
（臨床なし）

後発医療機器

審査期間（月）
［タイル値］

7.9
[60%]

10.1
[60%]

11.0
[54%]

6.0
[54%]

4.4
[54%]

件数 8 48 53 233 868

審査期間は米国FDAと比べても差はなくなりつつある



承認審査とは？

効率の良い医療機器開発をするために・・・



承認審査とは？

承認拒否要件に合致しないものは承認すること

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

第二十三条の二の四（抜粋）

 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、その申請に係る効果又は性能

を有すると認められないとき。 → 有効性ない

 申請に係る医療機器が、その効果又は性能に比して著しく有害な作用を有す

ることにより、医療機器として使用価値がないと認められるとき。

→ ベネフィットよりもリスクが高すぎる

承認拒否要件



承認審査の基本的な考え

Risk

Benefit

医療機器が、申請された“効果又は性能”を有しており、その“効果又

は性能”に比して著しく有害な作用を有していないことを確認する

安全対策

臨床試験非臨床試験
開発コンセプト
臨床的位置づけ

リスク分析

申請資料に基づく
リスク・ベネフィットバランス評価

vs 既存療法



承認審査に必要な評価や資料

 既存治療がない疾患への新しい治療の提供
 有効性や安全性の向上
 使いやすさの向上
 治療選択肢の提供

安全対策

臨床試験

非臨床試験

開発コンセプト
臨床的位置づけ

リスク分析

vs 既存療法

 既存治療法の意義
 既存治療のメリット・デメリット、改良点
 既存治療の成績（アクセス可能な）

臨床、非臨床試験デザインだけでなく、開発する

医療機器の評価に与える影響が極めて大きい！

市場予測、開発費・開発計画への影響も大



承認審査に必要な資料パッケージ

安全対策

臨床試験

非臨床試験

開発コンセプト
臨床的位置づけ

リスク分析

vs 既存療法

letters to PMDA

重症□□患者に対する経カテーテル的〇〇デバイスを用いた
新しい治療

Introduction

Results

Discussion

Conclusions

• リスクベネフィット評価
• 承認可否

※データの信頼性確保や被験者保護た
め、法に則った資料である必要がある

GCP  (Good Clinical Practice)

GLP   (Good Laboratory Practice)

アクセス可能な臨床試験や論文等



開発初期での相談がオススメ



海外開発品の場合

～デバイスラグ～



 承認されているが、提供されていない。

 申請されているが、承認されていない。

 承認申請されていない。

>デバイスラグ

海外で開発・導入された最新の医療機器が、

国内に導入されるまでに生じる遅れのこと

なぜ？？

保険償還価格や開発元の都合などによる販売停止など

評価資料の不足や不適合、PMDAの審査遅延など

日本への申請はそもそも後回し、国内治験を回避など

デバイスラグ



臨床試験

臨床試験

デバイスラグ

申請ラグ

 大半の医療機器の上市は、EU→米国→日本

 国内承認申請の準備が遅い

→国内臨床試験が必要な場合は更に遅延

 審査期間の長期化

PMA申請IDE申請 PMA承認IDE承認

申請 承認

審査ラグ

次世代モデル
PMA承認

米国

日本

デバイスラグのワーストケース



国際共同治験は、国内での開発を海外と同期させる有効な手段

デバイスアクセスでは欧州、市場規模では米国に比べ不利になる日本

海外メーカーが開発の第一目標とする欧米に日本が割込むことは容易ではない

国際共同治験を積極的に実施するケースは増えつつあるも、まだまだ少数派

デバイスラグを解消するために

臨床試験

臨床試験

PMA申請IDE申請 PMA承認IDE承認

申請 承認

デバイスラグ解消！

次世代モデル
の開発へ

米国

日本

海外開発品は、開発フェーズの同期が重要！



有望な医療機器を早期導入するために

 開発初期からPMDAや厚労省との相談を活用し、承認や治験開始の

要件を明確化することによる開発計画の最適化

 海外開発品への国内施設の積極的な関与と開発フェーズの同期

 国内治験の活性化と適正化

 PMDAの審査能力向上と開発支援

ご質問等がございましたら
気軽にお問い合わせください

shirato-haruki@pmda.go.jp

mailto:Shirato-Haruki@pmda.go.jp


さいごに

 よりよい医療機器を迅速に国内の医療現場へ導入することは、企業、

アカデミア、PMDAの共通の目標

 企業、アカデミア、PMDAの3者が連携することで、最適な開発戦

略を共有することが重要
開発初期から！

ご質問等がございましたら
気軽にお問い合わせください

shirato-haruki@pmda.go.jp

mailto:Shirato-Haruki@pmda.go.jp

