
新しいデバイスをより早く国内導入するために

〜 デバイスラグと承認審査 〜

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

医療機器審査第一部

白土 治己



承認審査について



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



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高すぎる

承認拒否要件



より有効でより安全な医療機器を届けるために

新規性高い、リスク高い、技術的難易度高いデバイスには安全対策が重要！

Risk

Benefit

安全対策

 臨床的位置づけの明確化

 トレーニング

 医師・施設基準

 使用成績調査

 注意喚起など・・・

リスク・ベネフィットバランスの最適化！

臨床試験

非臨床試験



審査の事例

サピエンXT
平成23年6月23日承認



サピエンXTの審査に用いられた臨床評価資料

国内臨床試験

【PREVAIL JAPAN】

サピエンXT

前向き

非無作為化

単群試験

外科手術ハイリスク患者 計64例

 経大腿アプローチ 37例

 経心尖アプローチ 27例

米国臨床試験

【PARTNER US】

サピエン

前向き

無作為化

比較試験

<Cohort A>

外科ハイリスク患者 計699例

試験群 348例 vs AVR群 351例

<Cohort B>

外科手術不適合患者 計358例

試験群 179例 vs 内科的治療群179例

1. 本品を用いた治療の有効性と安全性に対する検証試験

2. 日本人における本品の適合性を確認する試験



PARTNER USの試験成績

他に有効な治療法がない重篤なAS患者の予後を改善

できる有用な治療法となり得る

► 1年時の生存率において、AVRとTAVR群は非劣

性であることが示されたが・・・・・

生
存
率
(%
)

術後経過期間 (月)
Number at risk

TAVR:179 138 122 67 26

内科的治療:179 121 83 41 12

Cohort B：外科不適合群

生
存
率
(%
)

術後経過期間 (月)
Number at risk

TAVR:348 298 260 147 67

AVR:351 252 236 139 65

Cohort A：外科ハイリスク群1年時

TAVR群 69.3%

内科的治療群 49.8%

（Log Rank検定） P=0.0001

1年時

TAVR群 75.8%

AVR群 73.2%

（Log Rank検定） P=0.6163

► 内科的治療に比べ、TAVRの1年時生存率が改善

► サピエンの優越性が統計学的に検証された



►TAVR（サピエン）では合併症の発現率が有意に高い

術後1年時 TAVR群 AVR群
Log-Rank検

定

脳卒中又は一過性脳虚血 8.4％ 4.3％ P<0.05 

重度血管合併症 11.1％ 3.5％ P<0.05 

動脈血管への介入 14.2％ 3.0％ P<0.05 

►TAVR（サピエン）では大動脈弁逆流、弁周囲逆流も高率で発現する

術後30日時 TAVR群 AVR群

大動脈弁逆流
（≧中等度）
（≧軽度）

13.2％
61.1％

1.7％
16.4％

弁周囲逆流
（≧中等度）
（≧軽度）

12.0％
52.2%

0.9％
7.3%

外科ハイリスク患者に対しては、
AVRほどの有用性は認められない

PARTNER US の試験成績（外科ハイリスク群）



サピエンXTの臨床評価結果

国内臨床試験成績から得られた主な情報

申請資料から見いだされた本品の治療成績

 AVRを施行できない患者であれば、治療選択肢として本品の臨床的意義はある

 適応は、内科治療の継続も含め、ハートチームより慎重に検討することが重要

 手技の習熟や合併症に対する安全対策が必要

1. 外科手術ハイリスク患者に対して、本品にAVRほどの有用性は認められない

2. 周術期における重篤な合併症（死亡を含む）の発現率が高い

3. 術後の弁周囲逆流は不可避

4. 介入治療（TAVR 及び AVR）による1年時の死亡率は、20-30％

5. 国内の外科ハイリスク患者に対する内科的治療成績との比較評価は困難

6. 80歳超の高齢者、小柄な体格

7. 術前手術リスクは、欧米ほど高くない

8. 臨床症状は軽度の患者が多い （NYHA-Ⅱ 50％以上）



市販後安全対策

① 4学会協議会によるTAVR施設基準

② エドワーズライフサイエンス社が規定する実施基準

③ 学会主導のレジストリ調査、企業が実施する使用成績調査（一定期間全例、長期フォ

ローアップを含む）

 本品を用いた治療の適応に対する適切な術前判断ができること

 外科ハイリスク症例に対しても、開胸手術を含めた緊急時の対応が可能な医療チームを

結成できる医療機関であること

 実施医は、本品を用いた治療を安全性に施行でき、合併症に対しても十分に対応できる

技術を有すること

 プロクターによる適切な導入支援があること

 適切なトレーニングプログラムが設定されること

 定期的に使用成績を確認し、随時適切なリスク低減化措置を講じることができること



審査結果

【使用目的、効能又は効果】

本品は、経皮的心臓弁留置に用いるバルーン拡張型人工心臓弁（ウシ心のう膜弁）システムであり、自己大動

脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し、かつ外科的手術を施行することがで

きず、本品による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使用することを目的とする。

ただし、慢性透析患者を除く。

【承認条件】

1. 外科手術リスクの高い症候性の重度大動脈弁狭窄症に関連する十分な知識・経験を有する医師により、本

品を用いた治療に伴う合併症への対応ができる体制が整った医療機関において、本品が使用されるよう必

要な措置を講じること。

2. 1．に掲げる医師が、適応を遵守し、講習の受講等により、本品の操作に関する十分な技能や手技に伴う合

併症に関する十分な知識を得た上で、本品が用いられるよう必要な措置を講じること。

3. 一定数の症例が集積されるまでの間は、本品を使用する症例全例を対象として、使用成績調査を行い、その

経年解析結果を医薬品医療機器総合機構宛てに報告するとともに、必要に応じ適切な措置を講じること。

再審査期間：4年間



適応から「慢性透析患者」を除いた理由

本品を用いた治療のリスク・ベネフィットバランスが覆る可能性が有り、透

析患者における有効性と安全性については、別途、臨床評価が必要

慢性透析患者に対する本品の使用実績はほとんど無かった

慢性透析患者には、次のような懸念がある

 心血管系が脆弱であるため、本治療のリスク高い

 代謝異常を伴うため、生体弁の劣化が早い可能性が高い

 国内には、長期的に透析を受ける患者が多い



より有効でより安全な医療機器を届けるために

新規性高い、リスク高い、技術的難易度高いデバイスには安全対策が重要！

Risk

Benefit

安全対策

 臨床的位置づけの明確化

 トレーニング

 医師・施設基準

 使用成績調査

 注意喚起など・・・

リスク・ベネフィットバランスの最適化！

臨床試験

非臨床試験



デバイスラグ



SAPIEN XTは早く承認されたものの・・・

2011 2012 2013 2014 2015

SAPIEN

2011.11 2012.10

SAPIEN XT

2014.06

SAPIEN3

2015.6

CoreValve

2015.3.25

SAPIEN XT

2013.6

CoreValve

2014.01 2014.11

CoreValve
Evolut R

2015.06

米国

日本



 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？？



新医療機器の審査期間

平成22年度 平成23年度 平成24年度
平成25年

度
平成26年

度

タイル値 50% 50% 50% 50% 60%

総審査期間

（80％タイル値）

16.5月

（21.6月）

9.7月

（17.8月）

12.7月

（15.5月）

6.3月

（14.8月）

5.6月

（10.6月）

承認件数 15 27 41 80 62

承認件数 審査期間

新医療機器の審査期間は、

米国FDAと比べても大きな差はなくなりつつある



臨床試験

臨床試験

デバイスラグ

申請ラグ

 日本の開発は米国承認が終わってから

 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！



より有効でより安全な医療機器をより早く届けるために



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！



ご清聴ありがとうございました

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

