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 本発表内容は，一部演者の個人見解も含まれている可能性があります。

 演者はアステラス製薬株式会社の社員でありますが，本演題は製薬協
小児医薬品開発タスクフォースの立場で発表しており，企業活動とは
無関係なものであり，利益相反もありません。

演題と演者に関わる開示事項
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製薬協 臨床評価部会 小児医薬品開発タスクフォース (KT-7)
における活動とPediatric Extrapolationへの期待

 ICH E11A「Pediatric Extrapolation」

平成28-平成30年度AMED研究
「国際連携のためのプラットフォーム拡充に向けた検討及び
外挿の方法論の検討」

本日の内容
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2007-2014 米国Best Pharmaceuticals for Children Act (BPCA)
申請品目のうち小児試験失敗となった45試験の原因とは？

I. Differences in Pediatric disease process (8/45)
II. Study design / Small sample size /Unsuitable Control (9/45)
III. Dosing/Pharmacodynamic marker (10/45)
IV. Delivery system (2/45)
V.  Bioanalytical difficulties (1/45)
VI. None identified (15/45)
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対象とする小児集団のresearch questionにこたえるために、
参照集団（成人または類似する疾患の小児集団等）のデータを
利用すること

Pediatric Extrapolationとは？
用語の定義 ➡ICH E11Aにおいて議論中

EMAのReflection paper[2]によれば、
‘extending information and conclusions available from studies in one or more 
subgroups of the patient population (source population(s)), or in related 
conditions or with related medicinal products, in order to make inferences for 
another subgroup of the population (target population), or condition or 
product, thus reducing the amount of, or general need for, additional evidence 
generation (types of studies, design modifications, number of patients 
required) needed to reach conclusions’

本発表中では、大意として以下のように考えます。
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小児医薬品開発における外挿に関するガイダンス等

6小児医薬品開発ワークショップ 2019/07/12

Paediatric Strategic Planning 
& Extrapolation Algorism
Paediatric Study Decision Tree

Extrapolation framework table
Pharmacology / Disease / Response
1. Extrapolation Concept

Mechanism
Quantitative evidence
Inference

2. Extrapolation plan and mitigation 
of uncertainties

3. Confirmation of the extrapolation 
concept

4. Further Validation

[3] [2]



ICH E11 小児臨床試験に関するガイダンス
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2000年12月通知
ICH E11
「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」
小児臨床試験，小児用製剤，試験開始時期，年齢区分，倫理等，全般的な事項に
ついて説明

2017年12月通知
ICH E11 (R1)
「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の補遺」
小児用医薬品開発プログラムの科学的アプローチ，試験デザイン・実施について
実践的な内容を追加。
小児用医薬品開発における外挿とM&Sの活用に関しても解説。

2017年6月-
ICH E11A「Pediatric Extrapolation」
ICH E11 (R1)で概説された小児外挿についてのより詳細なガイダンスの
検討

2020年11月 Technical Documentの合意(Step2a)を目指して活動中



ICH E11Aで取り組む課題 Concept Paper [4]より
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小児外挿に関する用語の整備
小児用医薬品開発における外挿とその他の医薬品開発で用い
る外挿を区別した用語の定義・整理

小児外挿を適用する際のアプローチの解説
疾患類似性や治療効果評価のアプローチやツールの提示
定性的・定量的エビデンス，不確実性や仮定についての解説

小児外挿アプローチの体系化
既存データの体系的評価・類似性の定量的評価
類似の程度に応じた小児で収集すべきエビデンスの枠組み
外挿の不確実性や仮定を見直し・更新するための解析方法

試験デザイン，M&S，統計解析とその手法
適切なデータ・情報を収集するための試験デザインの検討
試験計画及解析時におけるM&Sの利用
ベイジアン法やその他の適切な統計解析手法の利用

Page 10

Page 11,12

Page 9

Terminology

Approach

Framework

Methodology



疾患類似性・臨床反応の類似性とは？

小児医薬品開発ワークショップ
2019/07/12 9

例）感染症
大人と子供で同じ感染源だとしても炎症部位により全く違う予後を示すことがある

例）関節リウマチ (RA)
成人RAは若年性特発性関節炎(JIA)とは異なる病気であるが、対症療法の評価指標
（抗炎症スコア）はほぼ同じと考えられる

例）てんかん
疾患も反応性も類似しており、有効性のFull extrapolation
が可能と考えられている (FDA Guidance[5])

FDA Draft Guidance[3]より
Similar disease progression and response to intervention

EMA Reflection Paper[2]より
Age/maturation-related differences in aetiology, 
pathophysiology, manifestation, progression, indicators 



Extrapolation Concept, Plan, Validation[6]
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Extrapolationの可能性:
ヒストリカルデータの利用
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商品名（一般名） 対象疾患 ヒストリカルデータの利用方法

ストレンジック皮下注
（アスホターゼアルファ）

周産期型及び乳児型
低ホスファターゼ症

対象疾患患者の自然経過に関す
るレトロスペクティブな非介入
疫学研究を実施し、そのデータ
を非同時対照群として使用

マイオザイム点滴静注用
（アルグルコシダーゼアルファ）

乳児型糖原病II型 対象疾患患者の自然経過に関す
るレトロスペクティブな非介入
疫学研究を実施し、そのデータ
を既存対照群として使用
平成28-平成30年度AMED研究より

 Placebo曝露の回避
 Disease progressionの仮定としての利用

 Registryの充実
 臨床試験データの相互利用についての理解

ヒストリカルデータ活用の可能性



Extrapolation Concept
• 疾患や臨床反応の類似性
• 薬理作用にもとづく仮説
• 対象小児疾患における薬効予測因子
の有無・精度

::
M&Sによるナレッジの定量化・
不確実性の明示・仮説の構築
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参照集団（成人または小児）データを
用いたPK-PDまたはE-Rモデルの構築

対象集団における年齢層別曝露レベルの予測

Exposure

C
lin

ic
al

en
dp

oi
nt

Exposure

PD
ef

fe
ct

PK modelの共変量因子の成長曲線に基づく
対象集団と参照集団のExposure-Matching
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年齢層ごとの効果予測分布

Extrapolationのためのツール：
Pharmacometrics Approach



安全性の外挿？
ICH E11 (R1)
「参照集団のデータから小児集団における有効性が外挿できる場合、参照
集団の安全性データは小児集団での安全性情報に関して活用することがで
きるかもしれないが、通常、小児集団における追加の安全性データは必要
である。」

EMA reflection paper[2]

「発達、成長又は器官/系統機能の成熟への影響を考慮すると成人データ
の外挿を行うことはできない」
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 試験計画時や安全性評価の一部としてのデータ参照
 安全性情報の評価への利用
 臨床試験に限定しないデータ収集方法の模索

 他の年齢層の小児データの参照
 同じ効能・効果を有する医薬品における小児データの参照
 同じ効能・効果で新投与経路の開発を行う際の小児データの参照



今後の期待

Pediatric Extrapolationに対する産官学でのリテラシー向上
• 小児開発のエキスパートチーム体制の構築
• 方法論の研究・活用促進（データベース研究・M&S・統計手法)

患者さんのデータは患者さんのために。あらゆるデータの活用推進
• real world data, registryの活用
• 治験データの相互利用(Clinical trial data sharing) 

産官学の協働
• 科学的・定量的な議論に基づく開発スピードの向上
• 既存の枠組みにとらわれないチャレンジ
• あらゆる分野との協働やノウハウの活用
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