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小児がん対策国民会議

小児がん対策国民会議は2021年7月、患者団体、医療従

事者、企業など社会全体が将来のある子どもたちに対する

責任を共有し、『どのような病気にかかったときでも、ほかの

人と同じようによい医療を受けることができる社会』を目指

し、JCCGの理事および患者団体の有志等によって設立さ

れた団体です。

具体的に、国民会議は、欧米と同様に、小児がんの薬剤の

研究開発を推進、企業とのパートナーシップの強化、小児・

AYA世代を取り巻く医療・社会環境の改善 (後遺障害の改

善、復学・家族支援、妊孕性温存等)を目指して、政策決定

者および国民に働きかけていきます。

国民会議は、それぞれの立場と主張の枠を超えて、『声』を

1つにして、小児がんが取り巻く環境を改善することを通じ、

明るい日本の実現を目指していきます。
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小児脳腫瘍の会代表/小児がん患者会ネットワーク /一般社団法人日本希少がん患者会ネットワーク
理事・事務局長

小川千登世
国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科科長 /特定非営利活動法人日本小児がん研究グループ

理事 /日本小児血液・がん学会 理事
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小児がんとは： 子どもの病死原因の1位

白血病
39%

脳腫瘍
16%

リンパ腫
9%

神経芽腫
8%

胚細胞腫瘍・性線腫瘍
8%

軟部腫瘍
6%

悪性骨髄腫
4%

網膜芽腫
3%

腎腫瘍
3%

肝腫瘍
3%

その他
1%

小児がんの割合
小児がんは、小児がかかるさまざまながんの総称。一般的には15歳
未満にみられるがんのこと1
小児がんは子どもの病死原因の1位で、白血病、脳腫瘍、リンパ
腫、神経芽腫、胚細胞腫瘍・性腺腫瘍など。 血液のがんである
白血病やリンパ腫以外は、大人では希ながんである

2
小児がんは、日本では年間発生数が2,000人から2,500人、発生率
にして15歳未満人口1万人あたり1～1.5人という「希少疾患」である3
小児がんは、がんの増殖も速いが、成人のがんに比べて化学療法
や放射線療法の効果が高いのも特徴。 ここ数10年の医療の進歩
で、現在では約7割～8割が治る

4
治ったとされる小児がん患者を長期に観察すると、治療による合併
症などでなどで苦しんでいるサバイバーが多いことが報告されつつあ
り、長期フォローアップの体制構築が求められている

5

6
臨床試験や治験で晩期合併症の少ない新規の効果的治療法を
開発するには、患者を登録するレジストリやオールジャパンでの臨
床試験を推進することが必須

7 小児がんは、そもそも希少がんで開発が困難であるところ、遺伝子
検査の導入により、さらに遺伝子異常別の希少なサブタイプの開発
が求められるようになってきている

遺伝子パネル検査の導入により

分子標的薬のニーズが高まっている



小児がんは子どもの病死原因の1位

1位 2位 3位 4位 5位

1-4歳
先天奇形、
変異および
染色体異

常

不慮の事
故

悪性新生
物

心疾患 肺炎

5-9歳 悪性新生
物

不慮の事
故

先天奇形、
変異および
染色体異

常

心疾患
その他の新

生物

10-14
歳

自殺
悪性新生

物
不慮の事

故

先天奇形、
変異および
染色体異

常

心疾患

小児・AYA世代のがんとは15歳未満および思春
期・若年成人におけるがん1

小児がんは医療の進歩により、その70～80％は寛
解が望めるようになってきた2

しかし、小児とAYA世代において、小児がんは、
「不慮の事故」とならび、病死の主たる死因であり
今も毎年500人以上の子どもが亡くなっている

3

患者数が少ないうえに、それぞれのがんは多くが
100人未満と希少性の高いがんが多く、有効な治
療薬が開発されにくい

4

海外に比べ、小児がん治療に使用できる治療薬は圧倒的に少ない
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・6～10歳に起こりやすい脳腫瘍
・”意識” ”呼吸” など生命の維持に
不可欠な脳幹部に広がる

小児がんでの死亡原因 最多は脳腫瘍

→これらの組み合わせの工夫、治療開発、手術や放射線技術の向上により
治せるようになってきているが、まだまだ治せない腫瘍も多い

脳幹部グリオーマ ・手術は困難、有効な薬剤もなく
放射線治療しかない

・放射線治療が効いても1年以内に再燃
⇒ 全例が死亡

手術
放射線治療
化学療法

小児脳腫瘍は、白血病の次に多い小児がんで、小児がんで患者の死亡原因の第一位

診断から1年で
半分以上が亡くなってしまう

2年生きられる子は10人のうち1人？



これまでの抗がん剤 分子標的薬

がん細胞だけでなく
正常細胞にもダメージ

「細胞が増える」
のを阻害する

正常細胞

がん細胞

「がん細胞だけがもつ」
増える仕組み

（遺伝子の異常など）
をピンポイントで攻撃

がん細胞だけ
に効く

これまでの抗がん剤 vs 分子標的薬

分子標的薬がん細胞の持つ遺伝子異常をピンポイントで攻撃
従来の抗がん剤の効きが悪いがん細胞に劇的に効く可能性がある
体の正常の細胞に影響を与えにくいので副作用が少ない



Pediatric Blood Cancer. 2016 63(11):2038-41より

分子標的薬（BRAF阻害剤ダブラフェニブ）が劇的に効いた海外の患者さん

抗がん剤
ビンブラスチン

分子標的薬
ダブラフェニブ

0歳 BRAF変異 陽性 低悪性度グリオーマ

元気がなくなった
頭に水が溜まって
頭囲が大きくなった

抗がん剤治療で免疫力低下、
髄膜炎、体重は激減

→生命の危機

体重は回復
発達も年齢相当
元気も戻った

劇的に縮小効果なし

グリオーマグリオーマ
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334

122

214
88

73

74

98 20
45

79

54

日本 VS 海外 小児がん対象の臨床試験数 (2022年3月時点)

小児がん対象の臨床試験数において、日本の臨床試験数は欧米に比べ圧倒的に少ない
オーストラリアの半分、中国の1/4！ 欧米では、原則として小児対象開発は義務化されている

Source: http:// ClinicalTrials.gov
Search term: Cancer, Child (birth–17)      Study type: Interventional 
Study phase: Early Phase 1, Phase 1, Phase 2, Phase 3  Funder type: Industry
Study status: Recruiting, Active not recruiting, Enrolling by invitation 

JAPAN 38
US 321
EU 168



ダブラフェニブの適応は、
・「BRAF遺伝子陽性を有する悪性黒色腫」
・「BRAF遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」

日本では脳腫瘍にBRAF阻害剤(ダブラフェニブ)は使えない

小児低悪性度グリオーマの治療
効果がなく
BRAF異常がある場合

BRAF阻害剤抗がん剤

を検討すること

Neuro-Oncology Standards of Practice. Front Oncol. 10:593192, 2020.

抗がん剤

進行・再発しても初回治療は

抗がん剤

小児低悪性度グリオーマの治療

J Clin Oncol. 35(25):2934-2941, 2017.

BRAF阻害剤の奏効率は100％
これまでの抗がん剤は23％

J Clin Oncol. 35(25):2934-2941, 2017.

カナダでは治る子どもが
日本では亡くなる…

アメリカ、カナダ、
イギリス、フランス、

スペインでは
臨床試験参加により

使用できる



なぜ小児がんの薬剤開発が進まないのか?

世界共通の課題であるが、海外の臨床試験数は日本より多く、保険で使える薬も多い
インセンティブなしでは、製薬企業にとっては採算性が低く、開発の困難性が高い

2000年12月 医薬審第1334号通知 「小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンス」(1.2 背景より抜粋)

現在、医薬品の小児患者のために適切に評価され小児患者に対する適応を持つ医薬品は限られている。小児への使

用が想定される医薬品については、小児集団における使用経験の情報の集積を図ることが急務であり、成人適応の

開発と並行して小児適応の開発を行うことが重要である。また、成人適応の承認申請中又は既承認の品目について、

引き続き小児の用量設定等のための適切な臨床試験 (治験、市販後臨床試験)の実施が望まれる

1 市場規模が小さく、開発コストや法的義務（安定的供給・安全性監視活動など）の負担が大きい

2 第Ⅰ相臨床試験施設・小児治験に精通した施設、医師、CRCの不足など小児治験を実施する環境が不十分

3 医師主導治験で開発しようとしても、公的予算・研究費の確保が困難

4 対象患者が少なく被験者の確保も難しいため、臨床試験の実施が困難



小児がん薬剤開発への政府の取り組みの整理

小児がんの治療開発に関連した政策はあるものの、開発困難な小児がんの開発促進につながる有効な打ち
手とはなっていない 従来の制度ベースでの検討ではなく、抜本的な制度改革が必要

1

• 開発時の臨床試験では小児に関する情報は限られているこ
とから、従前より、再審査期間中に適切な市販後調査を実
施し、これらの患者に医薬品をより適正に使用するための情
報を収集すること（2016年2月1日医薬審第107号）

• 小児に係る効能効果／用法・用量が含まれ、比較薬が小児
加算適用されていない新規収載品（国内で小児効能・効果
に係る臨床試験を実施していない場合を除く） （2016年2月
10日保発0210第1号）

薬事規制改革等を通じたコスト低減と効率向上

「条件付き承認制度」の活用や「先駆け審査指定制度」の制度化

• 先駆け審査指定制度 世界に先駆けて日本で申請しようとす
る画期的新薬について治験相談や承認審査などで優遇（通
常の6か月短縮）

• 条件付き承認制度 これに沿ったPMDAにより開発支援のた
めの相談の提供などを通じ、開発の効率化と規制の予見性
向上

欧米では使用が認められている（承認されたり十分なエビデン
スに基づき使用されている）が、国内では承認されていない医
薬品や適応について、その開発を促進し、日本の医療現場で
早期に使用できるようにする取り組み

4 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

小児への使用が想定される医薬品について、承認申請中又は
承認後引き続き、小児の用量設定等のための臨床試験を計画
する場合にあっては、再審査期間中に行う特別調査等及び臨
床試験を勘案し、再審査期間を10年を超えない範囲で一定期
間延長する （2000年12月27日医薬発第1324号）

2 薬価加算 (5～20％)

3 再審査期間の延長

5 特定用途医薬品指定制度

小児に対する用法又は用量が設定されていないなど、医療上
のニーズが著しく充足されていない医薬品の研究開発の促進
に寄与することを目的とするもの
すでに承認されている薬剤の用法用量や剤型追加が対象
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小児集団における臨床試験の一般原則 （ICH-E11）

 小児患者には、小児のために適切に評価された医

薬品が用いられるべきである。

 小児集団での使用が推定される場合には、小児集

団を医薬品の開発計画に組み入れるべきである。

 小児用医薬品の開発により成人における臨床試

験や成人用医薬品の臨床使用が遅れてはならな

い。

 この責任は企業、規制当局、医療関係者および社

会全体が分かち合うものである。

 効率的な小児用医薬品開発および安全かつ有効

な小児用医薬品の時宜を得た供給の礎となるのは、

共通の科学的アプローチである。（R1）



世界の法制度

米国

• 2002年 Best Pharmaceuticals for Children Act（
BPCA、インセンティブ）および 2003年Pediatric
Research Equity Act（PREA、要件）制定

ICH-E11採択*

カナダ

• Guidance on inclusion of pediatric patients in 
clinical trials （1997)

2000年代初め

2007-2008
米国

• Pediatric Review Committee（PeRC）設立

• Pediatric Cluster設立

EU
• 2007年 Paediatric Regulation施行：

インセンティブと要件の両方を含む

• Paediatric Committee（PDCO）とPaediatric 
Investigation Plan（PIP）設立

• オーファン医薬品にも適用

日本

• PMDAが小児医薬品ワーキンググループを設立

2012-2020
米国

• Pediatric Study Plan（PSP）要件追加

• 2017年 がん標的治療薬を開発する企業に対し、小
児用の開発を義務付け（RACE* for Children Act）

EU
• EMAがPIPのクラス免除リストを改正

• Paediatric Regulation10年レポートおよび小児医薬
品開発支援に向けたEMA/EC共同行動計画

• ECによるオーファンおよび小児医薬品規制の共同評
価

ICH E11(R1)採択**
• 小児集団における医薬品の臨床試験

ICH-E11A 小児医薬品開発における外挿
専門家委員会（EWG）発足

*日本（2000）、カナダ（2003）で採択
**ブラジル（2019）、EU（2018）、米国（2018）、カナダ（2018）韓国（2018）、日本（2017）、中国（2020）、チャイニーズタイペイ（2017）、スイス（2017）

*RACE （Research to Accelerate Cure and Equity) for Children Act
(小児のための治療法および公平化促進のための研究法)



米国では、 RACE*成立後、小児分野における
分子標的薬の開発を促進する取組が進んでおり、

分子標的薬の時代に入って、日米間のドラッグラグ
が拡大する可能性（懸念）が指摘されている

小児がんに対してFDAで承認を受けた医薬品の国内での承認状況
(2010-2022年:適応症ベースでの比較)

RACE成立前のFDA承認薬（2010-2016）

成立前にFDA承認されていた4剤は
時期は遅れたが4剤とも国内でも薬事承認

成立後のFDA承認薬は27剤
そのうち国内承認は6剤のみ、わずか22％！

RACE成立年からのFDA承認薬（2017-2022）

RACE施行

2020

RACE成立

2017

*RACE （Research to Accelerate Cure and Equity) for Children Act



企業開発を可能にする新規治療薬の小児・成人同時開発に対する
インセンティブ制度の導入

新薬、特にがんに対する分子標的薬の開発では小児・成人同時開発を

行えるような制度の導入1

2

3

提言

企業開発が困難な場合に、医師主導治験で開発するための公的
予算・研究費の増額

従来の制度の延長線上での検討ではなく、抜本的な制度改革が必要！

たとえば日本版NCIとして、小児がんの薬剤開発を優先的に支援する予算・組織など？
20
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薬が子ども向けの大きさ・形だったら
薬が飲めたかもしれない

国際共同治験が日本で行われていたら
薬が飲めたかもしれない

22



神経芽腫の会 共同代表 浦尻みゆき
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治療後の人生の方が長いのが、子どもの医療です。

「がんゲノム医療」「分子標的薬」が

小児がんにも適用が広がり

生存率の向上はもちろん

子どもたちの治療後の人生が

豊かになることを願っています。



以下参考資料
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小児がん薬剤開発への政府の取り組みの整理

小児がんの治療開発に関連した政策はあるものの、開発困難な小児がんの開発促進につながる有効な打ち
手とはなっていない。 従来の制度ベースでの検討ではなく、抜本的な制度改革が必要。

1

• 開発時の臨床試験では小児に関する情報は限られているこ
とから、従前より、再審査期間中に適切な市販後調査を実
施し、これらの患者に医薬品をより適正に使用するための情
報を収集すること（2016年2月1日医薬審第107号）

• 小児に係る効能効果／用法・用量が含まれ、比較薬が小児
加算適用されていない新規収載品（国内で小児効能・効果
に係る臨床試験を実施していない場合を除く） （2016年2月
10日保発0210第1号）

薬事規制改革等を通じたコスト低減と効率向上

「条件付き承認制度」の活用や「先駆け審査指定制度」の制度化

• 先駆け審査指定制度 世界に先駆けて日本で申請しようとす
る画期的新薬について治験相談や承認審査などで優遇（通
常の6か月短縮）

• 条件付き承認制度 これに沿ったPMDAにより開発支援のた
めの相談の提供などを通じ、開発の効率化と規制の予見性
向上

欧米では使用が認められている（承認されたり十分なエビデン
スに基づき使用されている）が、国内では承認されていない医
薬品や適応について、その開発を促進し、日本の医療現場で
早期に使用できるようにする取り組み

4 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

小児への使用が想定される医薬品について、承認申請中又は
承認後引き続き、小児の用量設定等のための臨床試験を計画
する場合にあっては、再審査期間中に行う特別調査等及び臨
床試験を勘案し、再審査期間を10年を超えない範囲で一定期
間延長する （2000年12月27日医薬発第1324号）

2 薬価加算 (5～20％)

3 再審査期間の延長

5 特定用途医薬品指定制度

小児に対する用法又は用量が設定されていないなど、医療上
のニーズが著しく充足されていない医薬品の研究開発の促進
に寄与することを目的とするもの
すでに承認されている薬剤の用法用量や剤型追加が対象



未承認薬・適応外薬問題への政府の取り組みの整理

適応外薬の問題は、必要とされている医薬品の有効性・安全性のエビデンスの充実度という科学的な側面と当該疾患の
治療のための医薬品を開発・上市した時の利益・損益の程度に大きく依存する

1

• 開発時の臨床試験では小児に関する情報は限られているこ
とから、従前より、再審査期間中に適切な市販後調査を実
施し、これらの患者に医薬品をより適正に使用するための情
報を収集すること（2016年2月1日医薬審第107号）

• 小児に係る効能効果／用法・用量が含まれ、比較薬が小児
加算適用されていない新規収載品（国内で小児効能・効果
に係る臨床試験を実施していない場合を除く） （2016年2月
10日保発0210第1号）

薬事規制改革等を通じたコスト低減と効率向上

• 先駆け審査指定制度 世界に先駆けて日本で申請しようとす
る画期的新薬について治験相談や承認審査などで優遇（通
常の6か月短縮）

• 条件付き承認制度 これに沿ったPMDAにより開発支援のた
めの相談の提供などを通じ、開発の効率化と規制の予見性
向上

• 欧米では使用が認められているが、国内では承認されていな
い医薬品の開発を促進することを目的に設置 （今後新たに
国内外で開発が進んでいく薬剤は検討の範囲外）

• 「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」が導入され、検討会
議の要請を受け、適応拡大を行った製薬企業の新薬の薬価
を維持するというインセ ンティブが与えられる

4 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

小児への使用が想定される医薬品について、承認申請中又は
承認後引き続き、小児の用量設定等のための臨床試験を計画
する場合にあっては、再審査期間中に行う特別調査等及び臨
床試験を勘案し、再審査期間を10年を超えない範囲で一定期
間延長する （2000年12月27日医薬発第1324号）

2 薬価加算 (5～20％)

3 再審査期間の延長

本邦における小児医薬品開発推進のための提言日本小児科学会雑誌 120巻10号 1453～1461（2016年）



製薬企業にとってのインセンティブについての考察

1

小児への開発に対する加算 は小児用にのみ適応され市場とし
て大きい成人の医薬品には加算されていないなど、現在インセ
ンティブとされているものは早期に小児用医薬品開発を企業に
促せるものとはなっていない

薬事規制改革等を通じたコスト低減と効率向上

実用化までの期間の短縮は薬を待つ患者のメリットになるうえ、
企業にとっても事業を進める上で好材料になるが、早期に小児
用医薬品開発を企業に促すメリットに必ずしもなっていない

• 検討会議は、あくまで既に適応がある、あるいは海外で承認
されたり十分なエビデンスに基づき使用されている医薬品に
ついて、後追いでわが国での承認を検討するものであり、こ
れでは海外とのドラッグラグは短くはなっても、なくなることは
ありえない

• 企業に対して開発要請がなされた後、小児に関する適応が
追加された品目も一定程度認められる一方、小児に適した
剤型の開発は必須となっておらず、承認されている剤型では
対応が容易でない用量が承認されている場合がある

現在の小児への開発にあたって認められる再審査期間の延長
は、再審査期間後半の時期に小児に対する用法・用量設定の
議論を開始するような状況もみられ、逆に小児の開発を遅らせ
る原因になる可能性がある

2 薬価加算 (5～20％)

3 再審査期間の延長

4 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

早期に小児用医薬品開発を促すためのインセンティブとしては、小児と成人を同時に開発した場合
に適応され、かつ製薬企業の開発競争力を損なわないために市場規模等が小さい小児用医薬品開発

においても開発コストを回収することが出来る仕組みが必要
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世界の法制度

米国

• 2002年 Best Pharmaceuticals for Children Act（
BPCA、インセンティブ）および 2003年Pediatric
Research Equity Act（PREA、要件）制定

ICH-E11採択*

カナダ

• Guidance on inclusion of pediatric patients in 
clinical trials （1997)

2000年代初め

2007-2008
米国

• Pediatric Review Committee（PeRC）設立

• Pediatric Cluster設立

EU
• 2007年 Paediatric Regulation施行：

インセンティブと要件の両方を含む

• Paediatric Committee（PDCO）とPaediatric 
Investigation Plan（PIP）設立

• オーファン医薬品にも適用

日本

• PMDAが小児医薬品ワーキンググループを設立

2012-2020
米国

• Pediatric Study Plan（PSP）要件追加

• 2017年 がん標的治療薬を開発する企業に対し、小
児用の開発を義務付け（RACE* for Children Act）

EU
• EMAがPIPのクラス免除リストを改正

• Paediatric Regulation10年レポートおよび小児医薬
品開発支援に向けたEMA/EC共同行動計画

• ECによるオーファンおよび小児医薬品規制の共同評
価

ICH E11(R1)採択**
• 小児集団における医薬品の臨床試験

ICH-E11A 小児医薬品開発における外挿
専門家委員会（EWG）発足

*日本（2000）、カナダ（2003）で採択
**ブラジル（2019）、EU（2018）、米国（2018）、カナダ（2018）韓国（2018）、日本（2017）、中国（2020）、チャイニーズタイペイ（2017）、スイス（2017）

*RACE （Research to Accelerate Cure and Equity) for Children Act
(小児のための治療法および公平化促進のための研究法)



欧米における小児用医薬品開発に係る規制

日本と異なり、欧米では成人対象の開発過程における小児の薬剤開発に関する検討は
義務 (免除・猶予の規定はあり）

米国 欧州

規制

• Best Pharmaceuticals for Children Act (BPCA)(2002年)
• Pediatric Research Equity Act (PREA)(2003年)
• FDA Safety and Innovation Act  (FDASIA)(2012年)

Pediatric Regulation (2007年) (Regulation (EC) 1901/2006)  

小児の薬剤開発
の検討

• FDAの臨床試験実施要請 (Written Request: WR)に応
じた小児用医薬品開発 (任意)（BPCA) 

• 成人対象の第Ⅱ相試験終了までに小児臨床試験計画
(Pediatric Study Plan: PSP)提出（義務) (PREA)

成人対象の第Ⅰ相試験終了までに小児開発計画 (Pediatric 
Investigation Plan: PIP)の提出 (義務)

インセンティブ 6か月間の販売独占権 (BPCA)

• 新薬/特許期間中の医薬品:6か月の特許補完証明期間延
長

• オーファン指定医薬品: 2年間の市場独占期間追加

• 特許切れの既承認医薬品: Pediatric Use Marketing 
Authorizationによる8年間ｎ小児開発データ保護及び10年間
の販売独占権

出典: 池田喜久子 『国内における小児医薬品の法規制の現状及び今後の展望』 2019年7月27日第59回日本先天異常学会学術集会



米国における小児医薬品開発規制

BPCA PREA FDARA Section 504 (RACE for Children Act)

任意 義務 義務

要件
すべての活性成分に適用され、
成人の適応に限らない

審査中の適応のみ要試験

改正されたPREAのスポンサー要件：
• 新規化合物の申請に適用 「成人がんの治療用で、

小児がんの増殖または進行に著しく関連する分子標
的を対象とするもの」（追加申請には適用されない）

• 小児開発は分子の作用機序に基づいて実施

オーファン医薬品
オーファン医薬品にも試験を
求める可能性

オーファン医薬品は除外
小児がんに関連するがん分子標的薬の小児試験に関し
て、オーファン医薬品の除外を廃止

適用 全治療領域
全治療領域
（がんの追加申請含む）

新規化合物オンコロジーアセット

文書 PPSR/WR(Written Request ) PSP(Pediatric Study Plan) PSP(Pediatric Study Plan)



BCPAおよびPREAのそれぞれの政策的な位置づけ

 FDAはBCPAおよびPREAについて以下のように述べる。「BPCAは“飴”であり、（企業に）利益をもたらすインセンティ
ブです。PREAは“ムチ”です。PREAとBPCAは、新しい小児情報（pediatric information)と薬物ラベリング(drug 
labelling)の提供、小児患者を治療する医薬品の適切な使用を推奨するという共通の目標を有している」。

 また、PREAに基づく研究は必須であり、BPCAに基づく研究は任意である。PREAはレビュー中の適応症に関する研
究のみを義務付けているが、BCPAの研究は全部分（entire moiety）に関連、また未承認または異なる適応症を含
む場合がある

2017年8月18日、RACE for Children ActはPREAを改正する形で成立し、

2020年8月18日に施行

それぞれの法律の政策的な位置づけ、RACE for Children Actの目的

 新しい法案（RACE for Children Act)は、バイオ医薬品企業が臨床試験の要件を回避する抜け穴を塞ぐことを摸索
する

 小児用医薬品開発を支援するPREA の影響は、腫瘍分野では他の臨床分野より顕著に小さい

 さらに、この法案は、薬物がオーファンドラッグである場合、PREAに基づく小児研究計画の実施義務からの免除され
なくなる



RACE （Research to Accelerate Cure and Equity) for Children Act

 RACE for Children Act (小児向け治療法および公平化促進のための研究法)
• RACE for Children Actは、Pediatric Research Equity Act (PREA)を改正した法律で
あり、成人のがんを対象とした新しい分子標的化合物は、腫瘍の種類または適応症に
よるのではなく、医薬品の分子標的または作用機序（MoA）が小児がんの増殖 または進
行に関連している場合、すべての成人用がん治療薬の新薬を小児でも試験することを
義務付けることで、小児がん患者の治療選択肢を改善・拡大することを目的とする

• RACE for Children ActはPREAを改正し、2020年8月18日以降に提出される新規の
BLA/NDA （医薬品申請/生物学的製剤承認申請）について、猶予または免除が認めら
れない限り、特定の分子標的がん治療薬について、臨床適応ではなく分子作用メカニ
ズムに基づいた小児開発を義務付ける

• この小児開発の要件は、成人がんの適応症が小児集団に発生せず、医薬品にオーファ
ン指定が認められている成人の適応症のものであっても適用される

 関連性のある分子標的と関連性のない分子標的

政府の専門家、学者、業界の専門家、支持者の協力を得て、FDAは2つのリストを作成、

公開、更新している

 関連性のある分子標的： 小児がんの成長や進行にかなり関連していると考えられ
る分子標的

 必要な評価からの免除を正当化する関連性のない分子標的：関連性があまりない
と考えられる分子標的

これらのリストは、スポンサーが改正されたPREA条項に照らして、新規分子標的薬の開発

計画や早期の小児用評価を検討する際の指針となる

https://www.fda.gov/media/120332/download
https://www.fda.gov/media/120330/download


RACE for Children Actの今後の小児がん薬剤開発への影響

RACE for Children Actの目的は、成人のがんを対象とした新しい分子標的化合物は、腫瘍の種類または適応

症によるのではなく、医薬品の分子標的または作用機序（MoA）が小児がんの増殖 または進行に関連している場

合、すべての成人用がん治療薬の新薬を小児でも試験することを義務付け、製品の早期小児評価を促進し、最

終的に小児がん治療法を向上させることにある

RACE for Children Actが施行され、多くのスポンサーが新たに責任を持って関与することになる。スポンサーは、

もはや自動的な免除を前提とすることはできず、自社の医薬品を小児臨床試験で検討しなければならなくなる

RACE for Children Actは、小児がんの薬剤開発のパラダイムを変える法律であり、今後、製品の早
期小児評価を促進し、最終的に小児がん治療法を向上させることが期待される
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