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本日の内容

• 臨床評価報告書とは

• 機器審査部内臨床評価報告書検討会

• 文献評価の問題点

• 事例紹介



臨床評価報告書とは？
「医療機器に関する臨床試験データの必要な範囲等について」

（平成20年8月4日薬食機発第0804001号通知）

(1) 医療機器の臨床的な有効性及び安全性が性能試験、動物試験等の非臨床
試験成績又は既存の文献等のみによっては評価できない場合

(2) 臨床試験の試験成績に関する資料の要否は、個々の医療機器の特性等に
より総合的に判断される

なお新医療機器に該当するものは、原則として臨床試験成績に関する

資料の提出が必要

臨床試験成績に関す
る資料の提出が必要
な範囲の機器であるが

＊GHTF SG5にて提唱されているclinical evaluationとは別の観点
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評価報告書

国内臨床試験

海外試験と国内試験

海外臨床試験

臨床評価報告書により承認された品⽬数

• デバイスラグ解消手段？

• 各国の規制、保険制度が異
なり、そのものに対して蓄積
されているエビデンスは様々

• そのもののエビデンスはなく
ても、類似機器あるいは類似
手技により、有効性や安全性
が判断できる場合も

• 臨床試験で確認できる内容
に限界がある場合も、、、



機器部内臨床評価報告書検討会

• 対象機器

機器の有効性及び安全性について、臨床試験成績が必要とされるもの

• 検討品目

通知の発出された平成20年度以降平成24年度までに相談もしくは申請
があり、臨床評価報告書の対象となるかどうかが論点となった品目

• 対象除外

 非臨床試験により当該機器の有効性及び安全性が担保できると判断さ
れた品目

 海外臨床試験成績の国内外挿性の判断を問う品目

 添付可能な臨床試験成績はあるが、臨床なし区分で申請を考えていた
品目

【具体的事例の検討】

臨床評価報告書による臨床評価を受け入れ可能
と判断した品目について、判断基準を分析



機器部内臨床評価報告書検討会
途中報告

【検討品目数】

平成20年4月より平成25年3月まで、5年度分の調査のうち、相談
を受けた品目であって、その後申請がなされたものについては、
申請品目として扱った。検討品目数は176品目

類似品目について1品目としてまとめ、127品目につい
て検討した。うちわけは申請68品目（新医療機器18品
目、改良医療機器50品目）、相談51品目であった。

【結果】

臨床評価報告書

55%

新たな臨床試験

必要
45%

70品目
57品目



• 様々なバイアスが厳密には排除されていない、あるいはバ
イアスの存在が不明確
☆選択バイアス、☆手技バイアス ☆評価バイアス
☆非盲検の際の主観的要素
☆出版バイアス

• 判断基準が一定ではない
☆例：出血、心筋梗塞等の定義→検査値の評価にも

左右される（詳細な記載はない）
☆プロトコールが途中で変更されても、
文献にはそこまでの記載はない

• 手技が標準化されていない

• 併用療法、併用薬剤がそろえられていない、あるいはわか
らない

• データの信頼性担保が行われているかどうか、不明。

⽂献評価の問題点



事例を検討することにより、共通の判断基準を示すことが可能か？



セレスキュー

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201300012/800126000_22500BZX00102000_A100_2.pdf

血管塞栓材として開発された板状の多孔

性ゼラチンスポンジである。術者は、適用
する部位の血管径等を考慮し、滅菌され
た医療用刀、医療用はさみ等で適切な大
きさに細断し、適量の造影剤と混和した
後にカテーテルを経由して血管内の適用
部位に到達させ、塞栓を形成させて血流
を遮断する。これにより、体表面から直接
圧迫止血が行えない出血に対する止血
効果が期待される。

品目の概要

関連学会から要望書提出



セレスキュー

総合機構は、申請者の説明は理解でき、更に以下の理由から新たに前向きな臨床試験
を実施せずとも本品の臨床評価は可能であると判断した。
① 本申請における本品の使用目的は経カテーテル的止血術であり、主に外科手術によ
る止血が困難な症例に対して、緊急性の高い様々な止血分野での使用が想定される
ため、前向きな臨床試験の実施が困難な一面があること。
② 対象が外科手術困難な緊急止血を要する症例であり、本品による止血が成功すれば
ベネフィットが高く、その成功率を厳密に検証せずとも、止血の成否について文献
等により確認できれば、本品の有効性の確認はできると考えられること。
③ 本品と同一原材料のゼラチン粒であるジェルパートは、再審査の結果、カテゴリー
Ⅰ（本材の有効性、安全性等については特に問題ない）とされており、本品を血管
内に使用した際の、全身に対する安全性は確認されていると考えられること。
④ 経カテーテル的止血に用いる際の安全性に関して、文献等からは詳細な安全性情報
を得ることは困難な側面もあるが、従来のゼラチンスポンジは適応外使用ながら、
臨床現場において使用実績が豊富であり、緊急を要する止血に関して、前向きな臨
床試験データによらなくとも、リスクベネフィットの評価は可能と考えられること。

本品の有効性及び安全性を文献により評価することの妥当性について

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201300012/800126000_22500BZX00102000_A100_2.pdf

関連学会から要望書提出



Nykanen RFワイヤ ニーズの高い医療機器に選定

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201400006/530381000_22600BZX00134000_A100_1.pdf

本品は、小児において心房中隔孔を作製するために、又は肺動脈閉鎖症の患者
において閉鎖病変部を穿刺するために使用される器具である。本品により穿刺を
行った後バルーン等を用いて孔を開大し、適切な血流が得られるようにする。

本品はワイヤ及び接続ケーブルからなる。絶縁被覆された柔軟な金属製のワイ
ヤ構造の遠位端部には高周波出力のための金属製の電極が備えられている。
本品は特定の高周波発生装置（本品には含まない。以下同じ。）と組み合わせて
用い、チップから高周波電流を出力することにより組織を焼灼し、心房中隔孔の
作製又は病変部の穿刺を行う。

品目の概要



Nykanen RFワイヤ ニーズの高い医療機器に選定

① 心房中隔穿刺について

本品は米国、カナダ及び欧州においても「心房中隔欠損孔の作製」としての適応を取
得しており、海外ガイドラインにも記載されるほど周知され、10 年以上の臨床使用実績

がある。本品の対象は中隔裂開術を行わなければ死亡する症例であり、緊急性が高く
、外科的手技も困難と予想されることから、本品による穿刺が成功し、その後にバルー
ン裂開術が行われれば、ベネフィットが高いと考える。体格の大きな乳児（体重10kg 
以上）には、中隔穿刺針を用いた穿刺に引き続いて行われるバルーンを用いた裂開術
は本邦においても以前から施行されていること、心房中隔を高周波電流で穿刺する機
器は本邦においても承認されていること、本品に求められる性能は穿孔ができることで
あること等も踏まえ、非臨床試験及び文献により本品のリスクベネフィット評価は可能
と考える。

以上、本品を使用する手技は確立されたものであり、非臨床試験により穿孔の
性能については評価可能であり、また、心房中隔穿刺及び膜様閉鎖部穿刺にお
いて本品の対象症例数は国内で年間それぞれ20 例程度と少ないことが予想さ

れ、治験の実現可能性が乏しいことを踏まえると、その有効性及び安全性を文
献により評価することは妥当と考える。

総合機構は、それぞれの適応について以下のように考える。

（1）本品の有効性及び安全性を文献により評価することの妥当性について

申請者の説明（抜粋）

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201400006/530381000_22600BZX00134000_A100_1.pdf



Nykanen RFワイヤ
ニーズの高い医療機器に選定

② 肺動脈膜様閉鎖部の穿刺について

本品の肺動脈膜様閉鎖部の穿刺については、本品の使用例で死亡や右室流出路
・肺動脈穿孔といった重大な合併症の報告もあり既存療法である外科手術と比較
したリスクベネフィット評価が必要と考えるものの、外科的な肺動脈弁形成術に耐
えるのが困難と考えられる患者において、経皮的肺動脈弁形成術が選択される場
合に限っては、ベネフィットが高いと考える。したがって、あくまでも外科手術を第一
選択とした上で「本品を用いた血管内治療が当該患者にとって最善であると判断さ
れた患者」に適応を限る場合は、疾患が重篤であること、本品に求められる性能は
穿孔ができることであること等に鑑み、「心房中隔穿刺」と同様の考え方で、非臨床
試験及び文献で本品の有効性評価は可能と考えた。また、本邦では冠動脈用の
ガイドワイヤの近位端を医師の裁量により使用し、膜様閉鎖部の穿刺を行ってい
ることが学会等で報告されているが、適応外であり誤穿孔も報告されていることか
ら本品の早期導入が望まれている4）5）。バルーンを用いた肺動脈弁形成術は本

邦においても施行されており、海外使用実績なども踏まえ、適応を限る場合におい
ては本品のリスク及びベネフィットの評価を行うことは可能と考えた。

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201400006/530381000_22600BZX00134000_A100_1.pdf



ニーズの高い医療機器に選定

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201300040/710098000_22500BZX00544000_A100_1.pdf

HOYAシーティーアール

品目の概要

本品はチン小帯の脆弱文は断裂が観察される白内障患者に対し、水
晶体嚢を安定化するために使用する青色ポリメチルメタクリレート(以
下、rpMMAJ という。)製のC形状オープンリングである。リング形状に
は単円形及び複円形があり、複円形には強膜に縫合糸で固定するた
めの縫着ホック(1個又は2個)を有するタイプがある。



ニーズの高い医療機器に選定

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201300040/710098000_22500BZX00544000_A100_1.pdf

HOYAシーティーアール

総合機構は、①チン小帯脆弱文は断裂を有する白内障患者に対する眼内レンズ挿入術において、
CTRが有用であることは海外ではAAOガイドラインにも記載があり、そのコンセプトは確立している

と考えられること、②海外類似品に対する臨床評価は比較的エビデンスレベルの高い海外文献等
から評価できること、③海外文献で臨床的安全性及び有効性が評価された海外類似品と本品は、
原材料、形状、物理的・機械的特性において、同等性が非臨床試験から確認できることから、臨床
評価報告及び海外類似品をもって本品を評価することの妥当性にはおおむね了承できるものと考
えた

本邦においては2002年3月に厚生労働省研究事業(EBM分野)として「科学的根拠に基づく白内障
診療ガイドラインの策定に関する研究J1)が報告され、白内障診療ガイドラインが作成された。当
該ガイドラインの中で、チン小帯脆弱文は断裂は白内障術中合症の1つとして挙げられ、発生率
3.1%(後嚢破損と合算)との記載がある。米国においてはAmerican Academy of Oph伽lmology
が2006年にrCa加側面白eadult eyeJ 2) (以下、rAAOガイドライン」という。)を作成しており、術中
や術後合併症の1つにチン小帯脆弱又は断裂(発生率l.8%(後嚢破損と合算))が挙げられている。
これに、術前から判明しているチン小帯脆弱又は断裂症例の割合1.57%3)を加えても5%以下と

少数ではあるが、チン小帯脆弱又は断裂により超音波水晶体乳化吸引術及び眼内レンズ挿入術
の完遂が困難な患者が存在する。海外では、術前からチン小帯脆弱等が予想される症例、または
術中にチン小帯脆弱等が判明した症例に対しては、水晶体嚢の安定性を補助し、手技の安全性
を高める目的で、CapsularTension Ring (以下、rCTRJ という。)を用いている。国内では同様の
症例に対し、やむを得ず個人輸入したCTRを使用する、不安定な水晶体嚢を術中に可能な限り保
持しつつ眼内レンズを挿入する、眼内レンズを縫着するなどを行っている。CTRを使用しない場合
は、手技的に難しく、術後合併症も増加すると推定されている。



http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201400017/340216000_22600BZX00537000_A100_2.pdf

バイオパッチCHG含浸スポンジドレッシング

品目の概要

「バイオパッチ CHG 含浸スポンジドレッシング」（ 以下「本品」という。） は、
抗菌成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩（ Chlorhexidine glucona te：
以下「CHG」という。） を含有するポリウレタンフォームと、それを覆うポリウレ

タンフィルムから構成される、滅菌済みの切込入り円形パッドである。本品は
、各種経皮デバイスの刺入創を被覆するとともに浸出液等を吸収し、保護す
る。また、本品により、中心静脈あるいは動脈カテーテルを挿入した患者にお
けるカテーテル関連血流感染症（ Ca the te r - re la t ed blood s t re am 
infe c t ion：以下「CRBSI」という。） 及び局所感染の低減が期待される。



総合機構は以下の状況を踏まえ、新たな治験を実施せずとも文献による本品
の臨床評価は受入れ可能と考えた。
・国際的に広く認められているCDC ガイドライン2011 の「カテーテル挿入部位ドレッ
シング法」において、本品（ CHG 含浸スポンジドレッシング） の使用が推奨されてい
る（ カテゴリーIB： 実践が強く推奨される。） 。この推奨の根拠として、国際的に信頼
できる学術雑誌に掲載された文献[13]として、本品を用いたTims i t 研究が引用され
ていること。
・本邦と同等の水準にあると認められる承認制度を有する米国では、Maki 試験を根
拠文献としてCRBSI 及び局所感染の低減効果について、2001 年に510(k)の手続き

が行われ、受理されていること。これにより既に相当数の臨床使用実績があること。
また、その際の添付資料の内容は、本申請に反映されていること。
・メタアナリシスを含め追随する文献が多数報告されており、そのうち4 報（ 表
11、No.3、4、27 及び33） のRCT に関する文献で、本品によりCRBSI 発現
率の低減について統計学的有意差が確認されていること。

http://www.info.pmda.go.jp/nmdevices/M201400017/340216000_22600BZX00537000_A100_2.pdf

バイオパッチCHG含浸スポンジドレッシング



臨床評価報告書の利用については

• 個々の品目特性、臨床上の位置づけ等によ
り、総合的に判断される。

• 参考

添付資料 ： ヘ

申請区分：臨床あり（ただし臨床試験にかか
る信頼性調査手数料は生じない）

まずは、ご相談を！！

現在、その判断基準については分析検討中です


