第4回DIA医療機器開発シンポジウム
医療機器の市販前・市販後のリバランス
－ その課題と対応を考えよう －
2018年4月16日
（月）
日本橋ライフサイエンスハブ
(室町ちばぎん三井ビルディングオフィス棟8階）

概要
医療機器開発を巡っては、近年、国を挙げて各種の支援策が講じられています。2016年８月に
は厚生労働大臣主催の「医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談会」
の報告書が取りまとめられ、PMDAを含めた「オール厚生労働省」
での支援体制構築が提言され
ました。
これを受けて、2017年４月、厚生労働省にベンチャー等支援戦略室が、PMDAにイノベ
ーション実用化支援・戦略相談課が設置されました。
また、同報告書において、
「臨床開発に困難
を伴う医療機器について、市販前の臨床試験実施に係る負担を最小化し、市販後の調査をより
充実させることにより、革新的な医療機器の早期承認を行う制度」を構築すべきとされ、2017年
７月、
「革新的医療機器条件付早期承認制度」がスタートしました。
さらに、医療機器の開発をより効率的に行う観点から
「医療機器の迅速かつ的確な承認及び開
発に必要な治験ガイダンスのあり方に関する研究」
（平成28年度日本医療研究開発機構委託研
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究）が進められてきました。その結果を踏まえて、市販前から市販後まで一貫した安全性及び有
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効性の確保策を実施することにより、市販前の新たな治験実施によらず、承認申請を行い得ると
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考えられるケース等が取りまとめられようとしています。

石井

今まさに、
このような市販前・市販後のリバランスという新しい考え方が導入されようとしていま
す。限られた臨床データをもとに承認を行うためには、
リアル・ワールド・データの利活用も重要
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です。
また、市販後のリスク管理を計画し、
リスクへの対応を厳重に行う必要もあります。市販後
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のリスク管理には、使用施設・使用医師の条件の設定、
トレーニングの実施、市販後データの収
集（レジストリの構築を含む）などが重要なテーマとなり、今以上にアカデミアとの連携・協力が
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本シンポジウムでは、市販前・市販後のリバランスにおけるアカデミアとの連携について、具体
的な事例を報告・共有し、いつどのように連携をとるのか、
アカデミア及び企業の抱える課題は
何か、などについても考えていきます。
本シンポジウムが、
これからの医療機器開発に資することを期待しています。
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DIAとは

DIAとは、医薬品、医療機器を始めとする医療用製品の研究開発、
ライフサイクルマネジメント
におけるイノベーションの実現をサポートするための教育活動および産・官・学の垣根を越えた
情報交換やディスカッションの場を提供する米国に本部のあるグローバルな非営利団体です。
世界中で創薬、開発、薬事、安全性、CMC、PM,DM、統計などの専門家など、一万数千人以上の会
員を有しています。世界中の人々の健康と福祉の向上のためのイノベーションを促進することを
使命とし、医薬、バイオテクノロジー、医療機器の分野のあらゆる領域の専門家に対し、そのキャ
リアと専門技能のレベルアップに役立つ、
タイムリーで信頼できる情報を提供します。
グローバルに、いかなる組織や規制当局からも影響を受けない中立的な情報交換の場を提供
することにより、DIAは、企業、規制当局、
アカデミアおよび患者さんとの間での、重要な課題に対
する情報並びに意見交換とコラボレーションの促進を図ります。
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