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申請

米国

承認

申請後の遅れ（申請から承認までの時間）

その原因
申請者側消費時間 ・資料不備

・照会事項の理解不足
審査側消費時間 ・審査待ち時間

申請前の遅れ（米国申請から日本申請までの時間）

その原因
評価指標が不明確
臨床試験の実施
一変手続きの煩雑さ
審査期間の予測不能性

申請 承認

クラスⅡ機器の認証制度への早期移行
承認基準、承認ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの策定
一変不要範囲、軽微変更届範囲の検討
審査体制の拡充、質の向上

承認ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、次世代評価指針の策定
臨床評価、治験要不要ｶﾞｲﾀﾞﾝｽの策定
GCP運用改善による治験の円滑化
国際共同治験の推進
一変不要範囲、軽微変更届範囲の検討
審査ﾌﾟﾛｾｽの見える化
相談制度の効果的運用方策の検討
相談体制の拡充、質の向上

申請ﾁｴｯｸﾘｽﾄの策定
申請の手引きの策定
相談制度の活用
講習会の開催

日本
申請前の遅れ

申請後の遅れ



企業の皆様、日本に新しい機器を導入したいですか？

市場としての魅力が
日本にあるか？ 新しい製品を導入し

ても保険が・・・

開発ストラテジーが
相談できないし・・

臨床試験・臨床研
究ができる環境で

はないし・・



現状の医薬品・医療機器開発の問題点

・ 海外企業の撤退
・ 国内の雇用の消失大学・研究所

ベンチャー企業

早期臨床試験実施

欧米で開発後、
日本で治験に着手

有望なシーズであっても
欧米へ流れる。

ヒトに初めての臨床試験等
を可能とするインフラあり

ヒトに初めての臨床試験
等を可能とするインフラが

不十分

○ 日本発のシーズであるにもかかわらず、欧米での臨床試験・開発が先行し、日本の患者がそ
の恩恵を受けるのが欧米より遅れるケースもある → 患者・国民の理解が得られない。

ドラッグ・ラグ、
デバイス・ラグ
の根本的要因

基礎研究で一番で
あっても、臨床現
場では遅れる



名目３％、実質２％を上回る成長

デフレの終結

早期に失業率を３％台に低下

成長率の低迷

２０年に及ぶデフレ傾向

５％の失業率

ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝによる環境・エネルギー大国戦略 ライフイノベーションによる健康大国戦略

アジア経済戦略 観光立国・地域活性化戦略

科学・技術・情報通信立国戦略 雇用・人材戦略

金融戦略

新たな需要と雇用の創造

新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）
－「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」の実現－
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『医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業育
成と雇用の創出、新規市場約50兆円、新規雇用284万人』

・医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ

・日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発
推進

・アジア等海外市場への展開促進
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2020年までの目標



 がんや認知症などの重点疾患ごとに、専門的医療機関を中
心としたコンソーシアムを形成

 患者保護、最新医療の知見保持の観点で医療機関を選定

 新医薬品・医療機器の創出等により、2020年までに年間約
7,000億円の経済効果

 飛躍的な成長が望まれる医薬品・医療機器・再生医療等のライフ
サイエンス分野において、我が国の技術力・想像力を発揮できる仕組
みづくりに重点に置いたプロジェクト

 医療分野での日本の「安心」技術を世界に発信し、提供

医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等
～２１の国家戦略プロジェクトのうち、医薬品・医療機器関連～



特定分野の拠点病院

大学・研究所
ベンチャー企業

早期・探索的臨床試験

薬事戦略
相談

○特定領域（癌、神経・精神、
脳心血管等）において１５ヶ所程度
・企画、立案、評価のための
人材が重要。
①医師（臨床試験の精通者）
②臨床研究コーディネーター
③生物統計家
④プロジェクトマネージャー
⑤関係法令の精通者 等

・設備整備
・新規薬物等の品質確保
・非臨床試験 等

○個別の臨床試験に以下
の費用が必要
・治験薬の製造
・データモニタリング業務
・データ管理業務 等

ヒトに初めての臨床試験を
可能とするインフラの整備

実施
有望なシーズを

速やかに臨床試験へ

世界に先駆けた
日本発の革新的
新薬・医療機器
を創出

現状では、欧米に比べ、
早期・探索的臨床試験
のインフラが不十分

文部科学省
・大学等を中心とした基礎研究

・臨床研究等へ繋げるための取組

厚生労働省
・治験・臨床研究

・医療現場との連携

経済産業省
・研究成果の産業化
・産業界との連携

三省協働に
よる推進









新たな取組みの「薬事戦略相談」（４）

【詳しい内容はＰＭＤＡホームページでご確認ください】



 自国で臨床試験を行ない、エビデンスを構築でき
る体制を持つことが重要

 自国で開発した製品を製品化できる仕組みを持つ
ことが重要

 そのためには

欧米に劣らない臨床試験基盤を整備

 FIM(First in man)試験が出来る体制を整備



ご静聴ありがとうございました

総合機構のウェブサイトをご参照下さい。

・ URL : http://www.pmda.go.jp/
PMDA業務情報からアクセスできます。

http://www.pmda.go.jp/�


早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

健康大国戦略

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

新たな医療技術の研究開発・実用化促進

再生医療の実現化ハイウェイ構想

コンソーシアムの創設と
研究支援人材配置・研究
費の重点配分・先進医療
等の規制緩和

医療技術実用化を加
速する臨床研究コン
ソーシアムの創設検討、
重点研究テーマの設
定

• 再生医療に関する前

臨床－臨床研究事業
の一元的な公募審査
• 再生医療の臨床研

究から実用化への切
れ目ない移行を可能と
する制度的枠組みの
検討

• 再生医療の公的研
究開発事業のファン
ディング及び進捗管理
の一元的実施

• 再生医療の実用化
促進に資する制度的枠
組みの整備

基盤技術開発や人材
育成等によるバイオベ
ンチャー支援の検討開

始

バイオベンチャー支援拠
点枠組み形成、基盤技
術開発、環境整備

バイオベンチャー支援拠
点の整備、基盤技術開発

成長戦略実行計画工程表のうち、医薬品・医療機器関連①
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早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

健康大国戦略

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

「治験活性化5ヵ年計画」の
評価 新治験活性化計画の実施

早期臨床試験の強化やグ
ローバル臨床研究拠点の整
備を含む「ポスト治験活性化5
カ年計画」の策定

• 医薬品医療機器総合
機構の人員増強、アカデミ
ア・企業等との人材交流

• 臨床評価ガイドライン
等の各種ガイドラインの策
定

• アジア各国の審査機関
への技術協力の検討

革新的医薬品・医療機器を評
価するための償還価格制度の
見直し検討

償還価格制度の見直し

医療データ活用のための
個人情報の保護に関する
指針の整備

未承認薬・機器を提供する
医療機関の選定とネット
ワーク化

先進医療の評価・確認手続の
簡素化

未承認医療機器の臨床研
究に係る薬事法適用範囲
の明確化

医療機器の開発・製造に係る法的論点の整理と解決

ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消

・既存データベースの活用

・大規模医療情報データ
ベースの構築・医薬品等安全
対策への活用

「日本発シーズの実用化に向
けた薬事戦略相談（仮称）」の
創設
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成長戦略実行計画工程表のうち、医薬品・医療機器関連②
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