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レギュラトリーサイエンスとは・・・

科学技術の成果を人と社会に役立てることを

目的に、根拠に基づく的確な予測、評価、判断

を行い、科学技術の成果を人と社会との調和

の上で最も望ましい姿に調整するための科学

（第4期科学技術基本計画、2011年8月19日、閣議決定）

→ 承認審査業務においては、根拠データに

基づき、日本人に対して望ましい形で医療現
場に届ける。



医療機器とは

ウィングスパン ステント （脳動脈ステント）

日本ストライカー株式会社 （承認日 ２０１３．１１．２２）

ステント： ニッケル・チタニ
ウム合金製の筒状メッシュ

両端にプラチナ・イリジウム
合金製のマーカーバンド

ステント本体のサイズ：
外径： 2.5、3.0、3.5、4.0及び
4.5 mmの5種類
ステント長： 9、15及び20 mm
の3種類の計15種類



外国承認状況

• 米国： 2005.8.3 FDA承認（HDE承認 ）
• 欧州： 2005.12.6 CE mark取得

• 適応：
薬物治療に抵抗性を示す、50%以上の
頭蓋内狭窄性病変に起因する一過性
脳虚血発作（TIA）又は脳卒中患者

＊

＊Humanitarian Device Exemption（人道機器適用免除）

承認に当たって、安全性の証明は必要であるが、有効性部分は「予
想され る便益(Probable Benefit)」の説明で代えることができ、有効性
を科学的に証明した臨床 試験の結果は必要とされない。



• 第9回 検討会 （2008.10.29）

• 脳神経外科学会及び脳神経血管内治療学会が要望

• 頭蓋内の動脈硬化性血管狭窄に起因する
TIA、脳卒中の患者に対し、狭窄血管を拡張
することを目的に使用する。

医療ニーズの高い医療機器等の
早期導入に関する検討会



検討会による検討結果

• 本品は頭蓋内主幹動脈に症候性狭窄を有し、内科的治療では十分に治療
し得ない患者に対する新たな治療戦略となる可能性があり、早期導入の検討
を行うことが適当である。

適応疾患の重篤性： A. 生命に重大な影響がある疾患（致死的な疾患）であること
医療上の有用性： A. 既存の治療法、予防法もしくは診断法がないこと

• 但し、
• 内科的治療と比較した有用性に関する臨床成績は限られていること
• 対象となるべき、「症候性頭蓋内血管狭窄」の定義が確立していないこと
• 内科的治療のあり方について国内では明文化されていないこと
を踏まえて検討する必要がある。

• 国内での臨床試験データが必要である。

• 学会の協力を得て、施設、使用者の限定、トレーニング、市販後調査の実施
など適正使用のためのガイドラインの策定が必要である。



国内臨床試験
（実施期間：2009年8月～2011年4月）

• 2施設単腕試験（医師主導治験）

• 20例

• 目的： 本邦の医療実態下における安全性と性能を
評価すること

• 対象： 頭蓋内アテローム性疾患に起因する再発性
脳卒中を有し、薬物治療が困難であり、本品
によるアクセスが可能な頭蓋内血管の50%
以上の狭窄を有する患者



SAMMPRIS試験

• 多施設無作為化試験（NIHの支援による）

• 目的：
積極的内科治療 vs. 積極的内科治療 +PTAS
積極的内科治療： 割り付け後90日間のアスピリン及びクロピドグレルの内服、

厳重な血圧管理、脂質管理、生活管理（禁煙、体重管理、運動管理）

PTAS： 経皮的バルーン血管形成術後に本品を用いたステント留置術

• 対象：
頭蓋内主幹動脈の症候性高度狭窄（70 – 99%）を
有し、発症（TIA, non-disabling stroke）から30日
以内に登録

（N Engl J Med. 2011;365:993–1003）



SAMMPRIS試験
（N Engl J Med. 2011;365:993–1003）

積極的内科的
治療群
(n=227)

PTAS追加群
(n=224) P値*

30日以内の脳卒中及

び死亡
5.8% 14.7% 0.002

30日以降の標的血管

領域に起きた脳梗塞
5.7% 5.8% －

1年以内の脳卒中及

び死亡
12.2% 20.0% 0.009

全出血性合併症 1.8％ 9.0％ ＜0.001

* Log-rank検定



欧米における適応の変更

変更前の米国の適応 （2005年） 変更後の米国の適応 （2012年8月）

＜米国で変更された主な選択基準＞

1 20歳以上80歳以下 22歳から80歳

2 薬物治療に抵抗性を示す、頭蓋内狭窄病変
に起因する虚血性脳血管障害

2回以上の脳卒中の既往があり積極的な内
科的治療を行っている

3 一過性脳虚血発作又は脳梗塞の原因であり、
50%から100%未満の狭窄性病変

70%～99%のアテローム性頭蓋内動脈狭窄
に関連した脳卒中の再発である

4 modified Rankin Scaleが3以下である

5 以前に2回の脳卒中の既往があり、最近の脳
卒中の発生から7日以上経過している

＜米国で追加された主な除外基準＞

6 最近の症候性の脳卒中の発症から7日以内
の治療

7 一過性脳虚血発作（TIA）



本邦における承認申請

［販売名］ ウィングスパン ステント

［申請年月日］ 2012年9月14日

［申請時の
使用目的］

本品は薬物治療に抵抗性を示し、本品が到
達可能な狭窄度50%以上の頭蓋内動脈狭
窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又
は脳卒中患者を対象として、頭蓋内の血管
狭窄部にステントを留置し、血管の開存性を
維持することを目的とする。

臨床データパッ
ケージ

評価資料
国内臨床試験
海外臨床試験（HDE承認申請時資料）

参考資料
SAMMPRIS試験（研究報告）
NIH登録試験（研究報告）
US Wingspan登録試験（研究報告）



‐

国内及び海外臨床試験成績（有効性）

手技6ヵ月後までの同側脳卒中又は死亡

技術的成功
（手技終了時の狭窄率が50%未満に改善）

手技的成功 （ステント留置が技術的に成功し、
3日以内に脳卒中又は死亡が生じなかったこと）

手技6ヵ月後までの標的病変の再狭窄

手技6ヵ月後までの標的病変の再狭窄による

再拡張手技の実施

手技6ヵ月後までの標的病変が再狭窄した被
験者のうちTIA又は脳卒中の症状の発生

手技30日後までの同側脳卒中又は死亡の発生

手技6ヵ月後までの全脳卒中又は死亡の発生

例数（発生率）

国内試験 海外試験

2/19（10.5%）

16/19（84.2%） 44/44（100%）

14/19（73.7%）

5/16（31.3%）

0/16（0.0%）

0/5（0.0%）

2/19（10.5%）

4/19（21.1%）

3/42（7.1%）

43/44（97.7%）

3/42（7.1%）

-

-

-

-



審査の基本的な姿勢

• 国内臨床試験は、海外臨床試験（HDE承認時に提出さ

れた試験）と同等の成績が得られており、本品が薬物治
療に奏功しない患者にとって治療選択肢となり得る可能
性を否定するものではない。

• SAMMPRIS試験において、積極的内科治療群と比較
して、積極的内科治療+本品群での「標的血管領域の
脳卒中及び死亡」が高かったことは重視すべき。



審査方針をどうするか？

国内臨床試験では、海外承認申請時に提出された臨床試験と同様の
成績が得られている。
しかし、対象患者が異なるものの、SAMMPRIS試験の結果は重視すべき。

適応変更時の公表資料でSAMMPRIS試験の部分集団解析の結果を確認した

が、有意差が認められなかったとされる項目の比較は、各群数十例と限られ
たものであり、米国における変更後の適応で承認することが適切なのか･･･。
FDAは、SAMMPRIS試験の成績を独自に部分集団解析し適応を変更したが、
申請企業が実施した試験ではないため、本邦の申請資料にはSAMMPRIS試
験の詳細な成績は含まれていない。

本邦におけるリスク・ベネフィットの判断が困難なため評価ができない？
でも、海外では承認整理されているわけではない。

3．不承認？

1．国内臨床試験と同じ適応（米国旧適応）で承認?

2．米国変更後の適応で承認?



頭蓋内主幹動脈狭窄病変に対する本邦の現状

• まずは、best medical treatment

• 薬剤抵抗性病変に対し、balloon PTA

• 血管解離、弾性反跳、再狭窄に対し、冠動脈
ステント使用

• 国内実態調査では、454例の頭蓋内動脈狭
窄治療のうち、34%で冠動脈ステントの適応
外使用



○ 血管解離、急性閉塞又は切迫閉塞の治療
において本品に 求められることは何か？

・ 病変部位に本品が到達可能であること
・ 本品の留置が可能であること

本邦におけるWingspanの臨床的意義

本品は頭蓋内動脈に留置する目的で開発された
ステントである

• 海外臨床試験では、ステント留置成功は100%
• 国内臨床試験では、技術的成功は84.2%
• 両試験から、本品が安全に留置できることは担保



本邦におけるWingspanの「使用目的、効能又は効果」

本品は、頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式
血管形成術用カテーテルを用いた経皮的血管形成術
において、以下の場合に使用する。

・ 血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞又は
切迫閉塞に対する緊急処置

・ 他に有効な治療法がないと判断される血管形成
術後の再狭窄



米国及び日本における適応のイメージ

米国当初承認
・20～80 歳
・薬物治療に抵抗性を示す、頭蓋内狭窄病変に起因する

虚血性脳血管障害
・TIA又は脳梗塞の原因であり、50～100%未満の狭窄性病変

日本での申請時の効能

米国承認変更後

・22～80歳
・2回以上の脳卒中の既往があり積極
的な内科的治療を行っている

・70%～99%のアテローム性頭蓋内動脈
狭窄に関連した脳卒中の再発である

・mRS ≦3
・以前に2回の脳卒中の既往があり、最
近の脳卒中の発生から7日以上経過し
ている

・TIAを除く

日本での承認効能



まとめ

今回の審査の実例は、本邦における申請時の
適応、海外の適応、本邦での承認された適応が
それぞれ異なるという非常に稀なものである。
どのように判断するかは、品目個々で考えるべ
きであり、今回の判断が他のものにも適用され
るというものではない。
しかし、審査においては、常に「日本の医療現
場の状況で求められているものは何なのか？」、
「患者にとってベストなことは何か？」を考えな
がら、判断していくことが重要である。


