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開会の挨拶
日本製薬団体連合会薬制委員会
委員長 平松 和好
皆さま、おはようございます。ただいまご紹介いただきました、薬制委員会の委員長を務めています平松
と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の「製造販売業等管理者講習会」の開催に当たり、主催者の一人として一言ご挨拶を申し上げます。
まずは本日、大変大勢の方にこの講習会に出席をいただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。
製造販売という新たな制度になり、５年が経過をいたしました。懸案であった３月末のみなし業からの移
行も、大きな混乱もなく終えることができましたこと、ひとえに皆様方のご尽力のたまものと感謝申し上げ
る次第です。
医薬品産業を取り巻く状況については、改めて申し上げるまでもございませんが、新規の薬剤の創出が世
界的に困難な状況にもあり、厳しい財政不安の中での社会保障制度の方向性についても、非常に不透明な情
勢にあります。そういった中で、今年４月からは、産業界の要望を受けた形で、暫定的ではありますが、新
しい保険薬価制度が導入されました。ただ、それと同時に未承認薬、適用外薬の解消に向けた取り組みが求
められることとなっています。
また、肝炎検証委員会の提言がまとめられ、医薬品の安全性に対する強い国民の要請が示された状況にも
あります。こうした中で、行政のみならず産業界としても、医療現場に応えるよい薬をいち早く世に送り出
していくと同時に、安全性の大きな要請にきちっと応えていくことが必要となっているところです。
生命関連商品を扱っている医薬品産業においては、医療関係者はもちろんのこと、薬を使う患者の方々の
信頼を得ることが第一であろうと考えています。その意味では、本日ご参集の皆様方の日々の仕事がこのう
えなく重要ではないかと認識をしています。
私ども薬制委員会においても、新たな制度の下で、より効果的な手続きにより、少しでもいい薬を早く出
していくことで、厚生労働省の担当の方々や PMDA の方々と、
いろいろと意見交換をさせていただいています。
本日も資料の中に新たな手続きの通知が盛り込まれていたかと思いますが、そういったこれまでのいろいろ
なやりとりの結果も、本日の講習会の中でご説明いただけるのではないかと考えています。
そういった意味でも、本日の講習会が皆様方の業務の一助となることを祈念するとともに、薬制委員会の
活動に引き続きご理解、ご支援を賜りますようお願いを申し上げ、挨拶に代えさせていただきます。よろし
くお願いいたします。
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1.

最近の医薬品審査行政の動向について

厚生労働省医薬食品局審査管理課
です。
このドラッグ・ラグの要因としては、申請側の
要因と審査側の要因があると考えています。
具体的には、申請側の要因として、治験等が円
滑に進められない・保険制度・企業戦略といった
問題が指摘されており、
また、審査側の要因としては、PMDA の審査体
制・基準が整備されていないことが指摘されてい
ます。
最近の状況といたしましては、平成20年度にお
いて、ドラッグ・ラグは28ヶ月となっており、そ
最近の医薬品審査行政の動向についてお話しさ

の内訳として、申請ラグが19ヶ月、審査ラグが９

せていただきたいと思います。

ヶ月となっております。

まず、このスライドでは、ドラッグ・ラグの推

次に新薬の審査期間を見てみましょう。

移についてお話します。

スライドの左側が通常品目の審査期間、右側が

ドラッグ・ラグについてご説明いたしますと、

優先審査品目です。

新しい医薬品が世界で初めて発売されてから、自

青が日本、赤がアメリカのデータです。

国で発売されるまでにかかる時間が、平成16年の

折れ線グラフが、総審査期間で、審査側での審

調査では、我が国は４年と比較的長く、最も短い

査期間だけでなく、審査側が申請者に疑問点等に

米国の1.5年に比べ、2.5年の差があり、これがド

ついて照会をして申請者よりの回答を待っている

ラッグ・ラグと呼ばれています。

間も含まれています。棒グラフは、純粋に審査側

このような中、平成19年４月に策定した「革新

で審査をしている期間です。

的医薬品・医療機器創出のための５カ年戦略」に

日本とアメリカの審査期間の中央値を2008年で

基づき、平成23年までに、この差（2.5年）を解消

比較しますと、通常審査品目では、日本は約９ヶ

して米国並みとすることを目標としているところ

月アメリカとの差があります。優先審査品目につ
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いても、
（抗がん剤の併用療法があったため特例と

研究・治験環境の整備を通じて症例集積の向上、

なっている2003年と2004年を外して見ますと、
）10

治験コストの低下を図ることにより、国際共同治

カ月くらい遅れていることになります。

験に組み込まれる環境を整備し、推進しておりま

先ほど、最近の実績としてもお示ししたとおり、
新薬の上市までの期間はアメリカと比べて28か月

次に、事前評価制度の導入についてです。昨年

の差があり、
①

度からは、申請前の段階で、申請予定の資料の評

申請から承認までの審査期間としてはアメ

価を行う事前評価制度を開始しており、一層の審

リカより９ヶ月
②

す。

査期間の短縮が期待できるものと考えています。

また、申請までの期間としてはアメリカよ

次に、審査基準の明確化についてです。ガイド

り19か月

ラインの策定など、あらかじめ、審査基準を明確

遅れているわけですから、今後は、これらを短縮

化し、申請までの期間の短縮を図っているところ

していく必要があります。

です。具体的には、次のスライドでお示しします。

次にスライドの下の方をご覧ください。通常品

最後に、国際連携の強化ですが、FDA 等海外規

目の承認件数は、増加傾向にあります。承認され

制当局との連携強化や、ICH（日米 EU 医薬品規制

たものの審査期間だけでなく、それぞれの年に承

調和国際会議）
・GHTF（医療機器規制国際整合化会

認された医薬品の件数を見ることによって、我が

議）による国際調和の取組等についても推進して

国の審査が進んできていることがおわかりいただ

おります。

けると思います。

（注：本スライドの年の数字は、年度ではなく
「年」
）
このスライドでは、ドラッグ・ラグ対策のうち、
基盤となる事項について掲げております。

ドラッグ・ラグ対策として、申請までの期間も

まず、審査人員の増員についてです。新薬の審

1.5年短縮しなければなりません。申請までの期間

査人員については、平成22年４月現在286人であ

が遅れている理由には、治験までたどりつかない、

り、平成19年４月より174人の増員を行っておりま

または、治験に時間がかかっているということな

す。また、平成23年までに346人に増員することを

どが挙げられています。

目標に計画的に採用を進めており、研修等、人材

このスライドは、治験届出数の推移です。

育成も進めています。

折れ線グラフは、治験届出数ですので、第１相

次に、治験相談等の体制整備についてです。企

から第３相までの治験届出数が全て入っていま

業が新薬を開発しやすく、つまり治験を行いやす

す。赤い棒グラフは、新薬の初回治験届の届出数

くするために、機構の治験相談をうまく利用して

です。

いただくことは重要なことです。以前は治験相談

1996年には、ICH－GCP が合意され、翌年には、

を受けるまでにお待たせするということがあった

これまで通知として示されていた GCP が、省令と

わけですが、現在では、すべての相談にタイムリ

して公布されました。

ーに対応できるよう体制になっています。

このころ、治験届出数が減少しています。法的

次に、国際共同治験の推進についてです。臨床

な GCP の施行や日本の治験環境、日本市場の問題
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などが影響したものと考えられます。
その後、2003年に全国治験活性化３か年計画、
2007年からは、新たな治験活性化５か年計画に取
り組んでおり、2003年以降、治験届出数は、増え
る傾向に転じ、近年は約500件もの治験届が提出さ
れています。

このスライドは、治験届から国際共同治験の状
況を示したものです。
2008年度に提出された治験届524件中25社から
82件の国際共同治験の届出を受付けております
が、外資系企業が19社69件と国内企業に比べ多く
なっています。
また、開発の相では、第３相が多く、薬効分野
日本おける治験を早く着手するためには、国際

別では、「がん」が最も多くなっています。

共同治験を行うことが一つの方策となると考えら
れます。海外で開発された医薬品を早く日本に導
入する手段として、例えば、海外で第三相が終わ
ったのちに、ブリッジングを用いる手法がありま
す。これでは、どうしても日本での上市に遅れが
でてしまいます。
国際共同治験では、海外で実施される治験と共
通の治験実施計画書に基づき、我が国においても
同時並行的に開発が進められるため、欧米と同時
に申請されることが可能となります。
このスライドは、黄色の棒グラフが全対面助言
の数、青色の棒グラフがそのうちの国際共同治験
に関するものです。折れ線グラフが、国際共同治
このスライドでは、先ほどのスライドで説明し

験に関する相談の割合です。

た「審査基準の明確化について」
、具体的に、

国際共同治験に関する機構での対面助言の割合
は年々増えており、2008年度、2009年度には、治

①

最近発出した主なガイドライン

験相談の３割が国際共同治験に関するものとなっ

②

検討中の主なガイドライン

について掲げております。

ています。

例えば、
①

一昨年の６月に、マイクロドーズ試験とい

った新しい技術に対応したガイドライン
②

昨年３月に、バイオ後続品の品質・安全性・

有効性確保のための指針
③

本年５月に、感染症予防ワクチンの非臨床

試験・臨床試験のガイドライン
を発出したところです。
また、検討中のガイドラインについても、今後
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とも、速やかに、発出してまいりたいと考えてい
ます。
抗菌薬臨床評価（パブコメ中）とありますが、
10月１日にパブコメが終了しています。

グローバルな医薬品開発を行うにあたっては、
人口・市場規模が大きく、日本人との人種差が欧
米人と比べて少ないアジア地域が重要であること
から、アジア諸国における連携強化に努めていま
す。
世界各国で開発・製造された優れた医薬品を、

その一つの取組みとして、日中韓３カ国による

可能な限り早く患者・国民に提供する観点から、

薬事関係局長級会合においては、欧米人に比較し

新薬承認審査の基準を国際的に統一し、非臨床試

て、日本人との民族差が小さいと考えられる、中

験・臨床試験のルールや、提出書類のフォーマッ

国や韓国における治験データ利用を検討するた

トの標準化等、国際的ハーモナイゼーションへの

め、民族差についての科学的な研究や、臨床試験

努力が、ICH 等において続けられています。

分野に関連する情報交換を進めています。

ICH は、日米 EU 医薬品規制調和国際会議の略称

これらの取組みにより、中国・韓国の治験デー

で、日米欧３極の規制当局及び業界の６者より構

タを、より活用できれば、医薬品開発のスピード

成され、さらに WHO、EFTA 及びカナダがオブザー

アップ・コスト削減が期待できると考えられます。

バーとして参加しています。

また、中国の薬事規制当局である SFDA とも、定

現在までに50を超えるガイドラインが合意に至

期的な会合を設けて協力を強化するとともに、

っており、各地域で実施されており、最近では、

APEC（アジア太平洋経済協力会議）における ICH

日米欧３地域以外の地域においても、ICH ガイド

ガイドライン普及や、その他各国の規制当局への

ラインの普及を図る活動も行われています。

情報提供および研修への協力等も強化していると

また、個々の海外規制当局との連携強化も進め

ころです。

られています。
これまでの米国及び欧州の審査機関との連携に
加え、今般、カナダ及びシンガポールと、それぞ
れ情報交換の取決めを行ったところです。
これらの連携により、医薬品の審査や安全性に
関する情報交換をより充実させ、規制や審査のあ
り方についての意見交換が更に盛んにすることが
できると考えられます。

こちらのスライドは、ドラッグ・ラグの解消に
向けた取組のうち、革新的医薬品の創出等に関連
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する事項について概要を示したものです。

す。

このスライドでは、この取組について、

募集する要望の条件は、国内の未承認薬につい

①

世界に先駆けた革新的医薬品等創出

ては、欧米４か国のいずれかの国での承認、国内

②

世界で先行していう未承認薬等への対応

の適応外薬については、欧米４か国のいずれかの

③

医療機器審査の合理化

国での承認又は公的医療保険制度の適用です。

といった観点で、分類しています。

昨年（2009年）の６月から８月にかけて要望を

まず、
「世界に先駆けた革新的医薬品等創出」に

募集し、205の団体又は個人から651件、重複を除

ついてですが、アカデミア・ベンチャー等による

いて374件の要望がありました。

優れたシーズを実用化につなげるための新たな相

寄せられた要望については、まず、検討会議で

談体制として、
「薬事戦略相談」の創設を検討して

医療上の必要性を評価します。医療上の必要性の

おり、平成23年度予算要求を行っているところで

評価は、適応疾病の重篤性、医療上の有用性の２

す。

つに分けて行われます。

また、「世界で先行している未承認薬等への対

本年（2010年）２月８日から検討会議で検討し、

応」としては、医療上の必要性の高い未承認薬・

４月27日までに医療上の必要性が高いとされた

適応外薬について、製薬企業に開発要請を行うこ

108品目について、５月21日付で第１回の関連企業

と等により早期承認につなげることを目的とし

への開発要請又は開発企業の募集を行いました。

て、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検

108品目の内訳は、要請91品目、募集17品目です。

討会議を開催しております。

残りの品目については、引き続き検討会議で医

また、同会議において検討され、薬事・食品衛

療上の必要性を評価し、第２回の要請を実施する

生審議会において、公知申請で差し支えないとさ

予定です。

れた適応外薬の効能等について、承認を待たず、
保険適用とすることとされたところです。
また、これらに共通する事項として、治験を管
理又は実施する関係者等から治験の効率的な実施
に必要と考えられる課題に関する意見を聴取する
ため、
「治験のあり方に関する懇談会」を本年９月
に開催いたしました。

こちらの図には、第１回の開発要請のその後を
含めて、全体のスケジュールを示しています。
５月21日に企業に開発を要請した品目について
は、その後企業において「公知申請への該当性の
見解」又は「必要な追加試験についての見解」を
作成して頂き、検討会議で企業から提出された見
解の妥当性を評価します。
「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検

ここでいう公知申請とは、適応外の医薬品につ

討会議」について詳しく説明します。

いて、外国において既に承認済みであり、医療に

この検討会議は、欧米（英米独仏）で既に使用

おける相当の使用実績があって、国際的に信頼で

が認められているが、国内では未承認又は適応外

きる学術雑誌に掲載された論文をとりまとめるこ

とされている医薬品について、学会及び患者会等

となどによって有効性・安全性の判断ができる場

からの要望に基づいて、製薬企業に開発要請を行

合に、治験の全部又は一部を新たに実施すること

うこと等により、開発を促進するための枠組みで

なく効能・効果の追加の申請を行うものです。
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要望のあった効能・効果の追加が公知申請に該

検討中29件です。

当すると判断された場合には、薬事・食品衛生審

また、10月６日の検討会後の91件の内訳ですが、

議会における事前評価を経て企業は公知申請を行

公知申請が妥当とされたものが17件、

い、申請から６ヶ月をメドに承認されることとな

既に治験実施中のもの43件、

ります。

今後治験実施予定のもの14件、

２つ前のスライドでも御紹介しましたが、今回

検討中17件

は、薬事・食品衛生審議会の事前評価の終了した

となっています。

適応外薬の効能等については、承認を待たずに、
直ちに保険適用とすることとされたところです。
また、新たな治験の実施が必要な品目について
は、要請を受けた企業において「開発工程表」を
作成し、治験に着手して頂くことになります。
検討会議では、定期的に開発状況を確認し、平
成23年秋頃に、医療保険上の薬価を決定する審議
会である、中医協に報告することとしています。

２つ前のスライドの最後で、中医協への報告に
ついて紹介しましたが、本検討会議における取組
は、平成22年度の薬価制度改革で新設された、
「新
薬創出・適応外薬解消等促進加算」と連動してい
ます。
従来、新薬の薬価は改定毎に市場実勢価格に応
じて引き下げられていました。この図では、点線
でイメージを示しています。
こちらに、平成22年７月までの検討会議での評

平成22年４月以降、後発品のない新薬であって、

価の進捗を示しています。

市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全既収載

全体の要望が374件。このうち、

医薬品の加重平均乖離率を超えないものについて

昨年の募集から現在までの間に既に承認された

は、加算が適用され、実線のイメージとなります。

ものが３件。

そして、この加算の条件として、本検討会議の

５月に企業に開発を要請したものが91件、

結果に基づき国が行う開発要請に適切に対応する

開発企業を公募したものが17件。

ことが求められ、対応が不十分と判断された場合

医療上の必要性について引き続き検討中のもの

には、当該企業の全ての新薬に対して加算が適用

が134件、

されず、また既に加算された分については薬価改

医療上の必要性が高くないと評価されたものが

定時に追加で引き下げることとされています。

30件、

このように、本検討会議では、医療保険上の薬

そもそも欧米での承認等が確認できなかったも

価とも連動した形で、企業のインセンティブとし、

のが99件

世界で先行している未承認薬等の国内導入を促進

となっています。

することとしています。

５月に企業に開発を要請したもの91件の内訳
は、
公知申請が妥当とされたものが７件、
既に治験実施中のもの42件、
今後治験実施予定のもの13件、
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行いました。その際に関係者が留意すべき要件な
ど、検討結果については22年３月30日に医政局長
通知として発出しています。
一方22年度は、右側、医療機関外で行われる場
合を検討しており、こちらは、一連の業というこ
とになり、現在は薬事法における規制対象となっ
ています。
このように、採取した細胞を、医療機関外の細
胞を加工する業者に渡して、それを加工し、製造
し、戻すという行為について、どのような枠組み
で達成するのがよいのかが、22年度の検討の範囲
となっています。
再生医療に関する取り組みとしまして、
「再生医
療における制度的枠組みに関する検討会」を開催
しています。
この検討会は、平成21年３月に閣議決定された
「規制改革推進のための３か年計画」に基づき設
置されたもので、こちらの２点、
○医療機関が患者から採取した細胞について、
別の医療機関において培養・加工を行った上で
患者の診療に用いることが現行の医療法の下で
可能であること及びその条件を明示し、周知徹
底する
○再生・細胞医療にふさわしい制度を実現する
ため、現行の法制度にとらわれることなく、臨
次に、検討会では具体的にどのようなものを対

床研究から実用化への切れ目無い移行を可能と

象としているのかを説明します。

する最適な制度的枠組みについて検討を行う

こちらの図は、縦軸が、自家細胞か他家細胞か

がそのまま検討会のタスクとなっています。

を示し、横軸が、細胞・組織の加工の度合いを示
しています。右に行くほど加工度合いが高いこと
を示しています。
検討会ではピンク色で示した部分を対象として
おり、自家及び他家の培養皮膚や培養軟骨といっ
たものが含まれますが、一方で、移植の組織など
加工度の低いものは対象としていません。

こちらに検討会の議論の範囲をお示しします。
検討会は21年４月から開催されており、 21年度
は医療機関が患者から採取した細胞について、左
側にありますように、一連の医療行為の中で行え
る範囲ということで、医療機関（他の医療機関を
含む）において加工等を行う場合の条件の検討を
― 8 ―

再生・細胞医療製品については、こちらに示し
ましたように、製品特有の様々なリスクがある一
方、対象とする疾患が難治性のものが多いことや、
先端技術の早期実用化、質の高い再生医療製品の
承認の迅速化、日本の優れた技術の国際的展開を
図っていく、といった社会的要請もあります。
これらのバランスをとりながら、どのような規
制・制度により達成することが適切か、最適な制
度を検討しているところです。

最後に検討会の今後についてですが、こちらに
検討会で示した論点のたたき台をお示しします。
一つ目の●「有効性・安全性の評価、管理のあ
り方」については、先ほどの確認事項で示しまし
たように、現在のところ、行政による個別承認が
必要であるとの方向であります。
そこで今後は特に二つ目の●「質の高い製品を
迅速に開発する方策」について、検討を行いたい
と考えています。
具体的にはいくつかこちらに示していますが、
こちらのスライドは、現在のところ検討会で確

特に、確認申請のあり方については、８月25日の

認された事項です。

第９回検討会においても、

その中身ですが、

・確認申請の議論がその後の審査に活かされな

１．再生医療・細胞治療製品の品質、安全性、有

い。

効性の確保のあり方として、品目毎に行政によ

・確認申請は必要なのか。

る承認及び安全対策が必要であること。

・確認申請をなくすのであれば、事前の相談を

２．迅速かつ適切な開発・審査を行うための施策

充実させた方がいいのではないか。

として、

・相談を充実させるにしても、早い段階から専

・PMDA が開発初期から、開発者に必要なデータ

門家の意見をきくべき。

の範囲を含めた相談を行うことが有用

などの議論があり、これらの意見を踏まえ、引

・その際、特に、再生医療・細胞治療製品の分

き続き検討をおこなってまいりたいと考えていま

野では開発初期段階は研究者やベンチャー企業

す。

が関わることが多いことから、研究者、ベンチ
ャー企業が PMDA の相談を受けやすい制度設計
が求められる
３．今後もこれら1.2．の内容を含め柔軟な検討を
行う
というものです。
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こちらのスライドには、平成23年度に厚生労働

ンチャー等における、医薬品・医療機器候補選定

省が概算要求している事業の１つである健康長寿

の最終段階から、治験に至るまでに必要な試験・

のためのライフ・イノベーションプロジェクトの

治験計画策定等に関する相談を主な対象とする

概要をお示ししています。

「薬事戦略相談」を導入することを検討しており

このプロジェクトは、厚生労働省、文部科学省、

ます。

経済産業省の３省で連携し、こちらにお示しする

また、
「薬事戦略相談」では、薬事に精通した製

７つの事業を進めて参りたいと考えており、各省

薬企業出身者を含む多彩な相談員を確保して、開

において、それぞれ必要な予算要求を行っており

発・薬事の相談に応じることを検討しております。

ます。

具体的には、例えば

審査管理課に関連する事業としましては、「５．
日本発シーズの実用化に向けた医薬品・医療機器
に関する薬事戦略の相談事業」であります。これ

①

アカデミア、ベンチャー等であること

②

内閣府先端医療開発特区（スーパー特区）
、

文科省「橋渡し研究支援推進事業」の対象と

については、日本発シーズ（医薬品・医療機器の

なっているなど、有望なシーズを有すること

候補となる物質等）の実用化のため、産学官一体

を対象範囲とし、

となった取組を進め、大学・ベンチャー等におけ

①

今後の必要な試験は何か

る医薬品・医療機器候補選定の最終段階から治験

②

水溶性はあるかなど、製剤化の問題

に至るまでに必要な試験・治験計画策定等に関す

などといった、今後の承認に向けてのやるべき課

る薬事戦略相談を実施する、というものでありま

題を抽出し、今後の対応方針を助言することを検

す。次のスライドでその詳細をお示しいたします。

討しています。
さらに、官民協力により事業を推進するため、
「医薬品・医療機器薬事戦略懇談会（仮称）
」を設
置し、相談事業の優先順位付け、実現可能性等の
検討を行うこととしております。

こちらのスライドには、
「日本発シーズの実用化
に向けた医薬品・医療機器薬事戦略相談推進事業」
の概要をお示ししています。
近年、創薬の開発に要する期間・コストの増加
傾向等を反映し、製薬企業においては、選択と集
中を進め、シーズ探索段階の基礎研究に注力する
ことが難しい状況となってきています。
一方、アカデミア、ベンチャー等において、優
れたシーズが発見されても、これを改善・改良等
して、革新的医薬品・医療機器として実用化に結
びつけるためのサポート体制がないという状況と
なっております。
こうした状況に対応するためには、現在行って
いる治験相談では十分に対応できないことから、
本事業において、シーズ発見後のアカデミア、ベ
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続きまして、ジェネリック医薬品対策について

ご覧ください。

ご説明いたします。
後発医薬品の使用促進については、
“平成24年度
までに、後発医薬品の数量シェアを30％以上にす
る”という政府の目標達成に向け、こちらに示し
た「後発医薬品の安心使用促進アクションプログ
ラム」を策定して、順次、後発品メーカーととも
に対策を講じているところです。具体的には、
“安
定供給”、
“品質確保”、
（→スライド29へ）
“後発品メーカーによる情報提供”、“使用促進に
係る環境整備”、
“医療保険制度上の事項”、を項目
として挙げており、これらを継続して実施して、
後発医薬品の使用促進を図ることとしておりま
す。
こちらに、①試験検査を実施し、検討会に報告
が終了した31成分422製品、②試験実施中の３成分
及び③試験実施方法などを検討中の２成分、をこ
こに示しました。
結果として、薬事法上、承認規格を満たさない
製品はございませんでしたが、溶出試験において、
先発医薬品などと類似の範囲外となった製品につ
いては、更なる信頼性確保の観点から、メーカー
側に考察・検討していただいた内容を、検討会に
報告させていただいております。

このスライドは、今、お話いたしましたアクシ
ョンプログラムの中の品質確保対策の一つとして
行っている、“ジェネリック医薬品品質情報検討
会”を示したものです。本検討会は、国立医薬品
食品衛生研究所に設置させていただいておりま
す。
検討会では、学会発表や研究論文において提起
された学術的問題や、医薬品医療機器総合機構に
設置されたおくすり相談窓口に寄せられた意見、
情報を学術的に評価し、それらの内容を報告させ
ていただいております。検討を行った結果、確認

ここに示したものは、
“後発医薬品の普及ポスタ

が必要なものについては、試験検査を実施し、検

ー”と“医療関係者向けパンフレット”ですが、

討会に試験結果を報告しております。

これらの他にも、使用促進につながる情報や通知

検討会は、ここに示したとおり、後発医薬品の

などをこちらの厚生労働省のホームページに掲載

品質に関する情報について、科学的な分析、試験

させていただいておりますので、ご覧ください。

調査、評価を行い、後発医薬品の品質の信頼性の

引き続き、後発医薬品の使用促進につきまして、

向上を図ることを目的としております。

ご協力をお願いいたします。

検討会の議事内容、配布資料は、国立医薬品食
品衛生研究所及び医薬品医療機器総合機構のホー
ムページに掲載させていただいておりますので、
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次に、日本薬局方の充実について説明します。

現在作業を進めております第16改正日本薬局方

局方は、少なくとも10年ごとに改正をおこなう

の作成に当たっては、平成18年８月３日に通知さ

ことと薬事法では規定されておりますが、医学・

れた局方作成基本方針に従っています。

薬学の急速な進歩に合わせて日本薬局方は現在５

基本方針の５本の柱について、簡単に説明させ

年ごとに全面的な改正を行っております。

ていただきます。

直近の大改正である第15改正につきましては、

１点目の「保健医療上重要な医薬品の全面的収

平成18年４月１日から施行されております。第16

載」については、

改正につきましては、平成23年４月の予定となっ

優先審査がなされた画期的な医薬品、代替薬が

ております。

ない医薬品、USP（米国薬局方）や EP（欧州薬局

通常、５年ごとの大改正の間に、２回追補を出

方）に収載されていて諸外国でも広く使用されて

しておりますが、できるだけ多くの品目を収載す

いる医薬品、後発品が承認されているなど、医療

るため、当初21年４月に出すはずであった第２追

上汎用性があると考えられる医薬品、再評価によ

補の予定を10月まで延ばして第２追補が告示され

り有効性、安全性及び品質が確認された医薬品を

ました。これにより、106の新規収載品目を加え、

収載していくという方針の基に、今回の十六局で

総収載品目数は1,673品目となっております。

は106品目が新規に収載され、医薬品収載品目数が

また、外国において、ジエチレングリコールを

大幅に増加される予定です。

含む医薬品のシロップ剤の服用で死者がでたとの

２点目の「最新の学問・技術の積極的導入によ

報道や化粧品の中国製歯磨き粉からジエチレング

る質的向上」については、通則、製剤総則、一般

リコールが検出されたということがございまし

試験法、医薬品各条及び標準品の質を向上すべく、

た。

その改正や整備を目的とし、十六局では通則の一

これを受け、平成20年２月には、局方収載のグ

部改正、製剤総則等の全般的な改正が行われます。

リセリン、濃グリセリンの純度試験に欧米並みに

３点目の国際化の推進については、日米欧の三

DEG0.1％以下の規定が設けられました。

薬局方の国際調和の推進、アジア地域での調和活

また、外国でのヘパリンに過硫酸化コンドロイ

動への積極的支援、などがあります。

チン硫酸の混入により、アナフィラキシー様症状

４点目の「必要に応じた速やかな部分改正及び

がでた問題に際しても、平成20年７月に、ヘパリ

行政によるその円滑な運用」については、従来の

ンに純度試験の設定を応急的に行い、今年７月に

大改正や追補以外にも部分改正を実施しておりま

は、世界的な規制の方向に合わせていくことも重

して、十五局から十六局までの間に通常行ってい

要であることも含め、危機管理の観点から、より

る２回の追補の作成以外に部分改正を ４回実施

適切な確認試験及び純度試験を設定した一部改正

しました。

が行われたところでございます。

５点目の日本薬局方改正過程における透明性の
確保及び日本薬局方の普及」に関しては、機構に
おいて局方原案審議過程における意見募集、原案
審議の進捗状況等をホームページ上に公開してお
り、また、平成15年より厚生労働省においても HP
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上で局方の公開を行っています。

このため、OTC 医薬品の適切な選択と適正使用
を図るための薬事法改正による新たな販売体制の
構築、スイッチ OTC、ダイレクト OTC などの多様
な OTC の提供、そして、OTC の内容を時代の要請
に応じた見直しを進めていくこととしています。

第十六改正局方の審議経過・今後の予定につい
て、簡単に説明させていただきます。
まず、審議経過についですが、平成21年４月か
ら平成22年３月にかけて、総合機構において、局
スイッチ OTC の推進につきましては、平成19年

方原案が審議され、今年、８月31日に局方原案が

３月の薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会で

厚生労働省に報告されたところです。
これを受け、厚生労働省では、今年９月28日の

了承されたスキームに従い、スイッチ化が適当と

局方部会で審議され、さらに10月１日には、薬事

考えられるものについて医薬品関係学会にスイッ

分科会において、審議されたところでございます。

チ化が適当と考えられるものを選定してもらい、

今後の予定といたしましては、10月下旬からパ

次に、その結果を医学関係学会に意見照会し、こ

ブリックコメントを開始し、意見集約後、来年３

れらの意見踏まえ、薬事・食品衛生審議会で討議

月告示、４月１日、施行を予定しております。

し、スイッチ化が適当と考えられるものを公表し
ております。
本年度は日本薬学会が選定した19品目について
医学関係団体108学会に意見照会をしており、８月
末までに９団体よりご意見を頂戴しております。
この意見を踏まえ、11月予定の薬事・食品衛生審
議会一般用医薬品部会において討議いただく予定
です。

OTC 医薬品の普及は、セルフメディケーション
の推進の観点から重要です。国民が自分自身で健
康を管理し、軽い病気の症状の緩和や予防のため
に、自分の責任で OTC 医薬品などを使って手当を
するということは、国民の健康を維持するために
は重要なことです。
消費者が、薬の使用にあたり正しい情報を入手
新スキームによるスイッチ OTC 化の推進成分と

することも必要となります。
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して、ご覧のとおりのべ17成分を公表しておりま
す。
これら17成分の開発状況については、平成22年
７月15日時点で、申請中２成分、開発決定が３成
分、開発検討中が５成分となっております。
これ以外の成分についても、企業から申請がな
されれば、審査されます。

一般用医薬品の承認基準については、ご覧の通
り、現在14薬効群で定められ、その承認権限が都
道府県知事に委任されております。
しかし、いずれも設定からかなりの期間が経ち
ましたので、本年度から順次見直しを行うよう考
えております。
また、以前より要望のありました、かぜ薬承認
基準において生薬のみから成る製剤を規定して知
従前より一般用漢方処方として用いられてきた

事承認に移管する件は、本年８月の薬事・食品衛

いわゆる210処方については、平成15年から３年間

生審議会一般用医薬品部会に報告したとおり、今

厚生労働科学研究において見直しの調査研究が行

後、パブコメ等の手続きを進めることとしており

われ、具体的には、①210処方の効能効果等の見直

ます。なお、施行時期については、公布から６か

し、②210処方の中から基準となる処方を選定し

月以上の準備期間をとるよう考えております。

て、その処方に生薬を加えたり、減じたりした処

さらに、新しい薬効群として鎮痒消炎剤におけ

方の追加、③新処方の追加が行われました。

る承認基準の策定作業を進めているところであ

その結果に基づきまして、平成20年９月に一般

り、今年度中にはその内容を固めたいと考えてお

用漢方製剤承認基準が定められ、その後、本年４

ります。

月には、加減方23処方が追加されました。さらに、
８月には追加処方27処方について一般用医薬品部
会で了承が得られ、今後、パブコメ等の手続きを
経て、基準に追加される予定です。
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2.

医薬品・医薬部外品の外国製造業者の認定等
について
審査管理課

本日は医薬品・医薬部外品の外国製造業者の認
定等についてお話しします。本日の流れですが、
簡単に外国製造業者認定に関してスライドで説明
した後に、お手元にお配りしている10月８日付の
医薬食品局審査管理課長通知「医薬品及び医薬部
外品に関する外国製造業者の認定申請の取扱いに
ついて」について、説明させていただきます。

その区分は、医薬品については薬事法施行規則
第36条第１項に規定されていて、五つあります。
一つ目が生物学的製剤等、二つ目が放射性医薬品、
三つ目が無菌医薬品、四つ目が一般医薬品、五つ
目として三つ目と四つ目の包装、表示、保管区分
があります。

本スライドで外国製造業者認定について簡単に
説明します。
「外国製造業者」とは、外国において
日本に輸出される医薬品、医薬部外品等を製造し
ようとする者のことです。国内製造業者の許可と
同様に、外国製造業者が薬事法に基づく認定を受
けていることが医薬品等の製造販売承認の要件と
なっています。外国製造業の認定は国内製造業と
同じように、区分に従って製造所ごとに与えられ
ることになっています。

部外品については36条の３項に規定されていま
すが、無菌医薬品、一般医薬品、その他、包装、
表示、保管となっています。
非常に簡単に外国製造業認定について説明しま
した。代行については後ほど詳細に説明します。
これ以降はお手元の通知に従って説明したいと思
います。この通知は10月８日に発出したものです。
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位置づけとしては、外国製造業者認定については
平成17年４月より施行され、みなし期間も終了し
て、制度として運用されているところですが、業
界からの要望等あり、それらを踏まえ、また、こ
れまで通知もしくは事務連絡で示してきたことも
包含して、それらをまとめた取扱いとして整理し
て、新たに今回、発出させていただきました。
順に説明します。
「第１ 認定の申請に添付すべ
き資料の留意事項」
。添付する資料については、薬
事法施行規則の第35条、また16年の施行通知の第
４の４に記載されています。まず、１の医師の診
断書については、その取得が困難な場合には、そ
の業務を行う役員が薬事法第５条第３号ニ及びホ

「第２ 外国製造業者の認定の手続きの代行」

に該当しないことを疎明する書類を提出すること

について説明します。代行についてはこれまで平

ができるとされています。

成16年施行通知において、当該外国製造業者の製

(1)に、「業務を行う役員の範囲は外国認定申請

造する医薬品等の製造販売業者が代行できるもの

者の代表権のある役員及び代表権のない業務を担

であることとしており、また、平成18年の事務連

当する役員とする。ただし、外国代表役員の責任

絡で、やむを得ない場合には製造販売業者以外の

において、当該外国代表役員が対象役員全員につ

代行についても認めてきたところです。

いて疎明することを可能とする。また、当該役員

スライドもしくは今回の通知にも記載している

の氏名に係る変更届を提出する場合についても同

のですが、１の原則、当該外国認定申請者の製造

様に取り扱うこと」とするとあります。

する医薬品の製造販売業者（以下「関係製造販売

これまでは役員全員がおのおの疎明書を提出す

業者」という。）が代行するのを原則としていただ

る必要があったのですが、代表役員が、対象とな

きたいと思います。また、申請者はあくまで外国

る役員全員について疎明することで可能としまし

認定申請者であり、申請の代行はできますが、申

た。役員が変更になると変更届を提出する必要が

請者となることはできないことをご留意くださ

あるのですが、この場合においても代表役員が対

い。
通知の(4)になります。先ほどの様式１にも関係

象となる役員を疎明することで差し支えないとし

することですが、関係製造販売業者が認定手続き

ました。
(2)で、役員が変更になったときに、どの役員が

を代行する場合に、当然、自社の製造品目は把握

変更になったのかを把握する必要があるので、業

可能と思います。当該外国製造業者が他の製造販

務分掌表を添付することを明確化しました。

売業者の品目を製造している場合、その外国製造

２の「当該製造所の責任者の履歴を記した書類」

業者が認定を代行する製造販売業者以外の品目を

は、平成17年の審査管理課長通知で示しているこ

製造しているのはよくある話だと思いますが、そ

とをそのまま書き写しているので、これは以前の

の場合は自社の品目は全部把握してください。
ただし、他社の品目まで把握するのは困難とい

取扱いと変わりません。

う意見をいただいているので、その扱いについて、

３の「製造品目の一覧及び製造工程に関する書
類」については、通知の最後に付いている別紙様

(4)、(5)に示しています。把握するのは困難とい

式を作成したので、今後はこちらをご使用いただ

うことで、結果として、品目については可能な限

きたいと思います。様式中の１、２ともに、本邦

り把握していただくこととして、ただし当該外国

に輸出を予定しているすべての製造品目を対象と

製造認定者がどの区分に該当するのか、どの区分

することとしていて、詳細についてはこの後の代

の品目をつくっているのかは、必ず把握してくだ

行の説明のときに併せて説明します。

さいということにいたしました。
つまり自社が無菌であり、他社が生物や放射を
つくっている場合、自社が無菌であるので無菌だ
けということはないようにして、他社がどの区分
の品目をつくっているのかは必ず把握して、区分
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の漏れはないようにお願いしたいと思います。こ

今回の審査管理課長通知については以上です。

れは様式１に該当することですが、自社もしくは

認定の申請に当たっては平成19年の医薬食品局長

他社を含め、どの区分に該当するかはチェック漏

通知で添付する様式を定めています。この様式に

れがないようにしてください。

ついても、いろいろ運用していく中で簡略化して

(5)は様式２に関することです。先ほども言いま

ほしいという要望等を受けています。現在、簡略

したが、当然、自社の品目については、すべて把

ができるところは簡略化、わかりやすくできると

握できると思うので、販売名を記載することとし

ころはわかりやすくできるように、局長通知の様

て、他社の品目については性状の別を記載するこ

式も何とか簡略化できるように検討を行っていま

とで差し支えないとしています。可能な限り把握

す。検討結果が出次第、こちらについても皆様に

していただき、把握が困難な場合は販売名ではな

お配りしたいと思っています。

く、性状の別を記載してくださいということです。

外国製造業者認定については以上です。ここか

次に、３です。先ほども言いましたが、認定の

ら資料はありませんが、みなしの期間も終了して、

申請については、関係製造販売業者の代行が原則

定期の GMP も一度は受けて頂いていることと思い

ですが、(1)のような場合は、関係製造販売業者以

ます。その中で寄せられる事項として、定期調査

外のものが代行できることとしました。その際は

に行ったときに、例えばマスターファイルに記載

(2)の書類を追加で添付することとしています。

している製造方法と実際の製造所でのつくり方が

(3)については、先ほどと同様ですが、別紙の様

違うことが多く見られています。

式２について、販売名の把握が困難な場合が出て

変更登録が必要となった場合は、製造販売業者

くると思うので、その際は性状の別は把握して、

にも一変ということで影響するので、国内管理人

品目の欄に性状の別を記載してください。この際

や外国の製造業者との連携を密にしてください。

も、どの区分の品目を製造しているのか、様式の

GQP 上の取り決めもありますが、定期的な連絡等

１番ですが、こちらについては必ず把握していた

を取って、その辺りの誤記や、勝手に製造方法を

だくようお願いします。

変えていたというようなことがないように、皆様

今回の通知の概略は以上です。今後、運用して

にご協力をお願いしたいと思います。

いくに当たり、不明な点等が出てくると思うので、

時間がかなり短くなってしまいましたが、以上

そういった場合は審査管理課あてにご連絡いただ

で終わらせていただきます。どうもありがとうご

ければと思います。

ざいました。
（拍手）
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3.

輸入監視について

監視指導・麻薬対策課

この時間は、輸入監視について、ご説明とお願

まず、輸入監視の目的ですが、

いをしたいと思います。

これは、無許可・無承認等の医薬品等が国内に
流入し、国民の保健衛生上の危害を防止するため
に、輸入監視が行われています。
具体的には、
業として輸入しようとする場合には、医薬品等
輸入届書により、
また、販売、賃貸、授与を目的としたものでは
ない、業にあたらない輸入については、原則とし
て薬監証明の交付を行う事で、輸入監視が行われ
ています。
これらの届の受理は、いずれも、地方厚生局に
おいて行われています。
なお、後ほど、ご説明しますが届書が不要で、
税関限りの確認で輸入が出来る場合があることも

本日、ご説明する内容は、

申し添えます。

１．医薬品等の輸入通関について
２．輸入関係の Q&A について
その他、輸入監視要領の改正予定等についてご
説明をしたいと思います。
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薬事法施行規則94条及び95条によると、業とし
て医薬品等を輸入しようとする製造販売業者、製
造業者は、通関の時までに輸入届出を厚生労働大
臣に届け出なければならない事とされています。
この手続に必要な書類や提出方法については、
平成17年３月31日付けの通知、
「輸入監視要領の改
正について」および「医薬品等の輸入届出の取扱
いについて」で示しておりますが、
製造販売業の許可を元に輸入する場合は「製造
販売用輸入届出」を、製造業の許可を元に輸入す
る場合は「製造用輸入届出」を提出していただく
事になります。
こちらの「輸入通関手続きのフロー図」をご覧

提出書類は、製造販売用輸入届の場合は、

下さい。

①様式50による製造販売用輸入届書を正副２通

税関においては、関税法に基づく輸入貨物の検

②医薬品等製造販売業許可証の写し

査を行っておりますが、関税法70条では、他の法

③医薬品等製造販売承認書、製造販売届書又は

令により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具

製造販売認証書の写し

備を必要とする貨物については、申告に係る税関

④外国製造業認定書の写し

の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了

製造用輸入届の場合は、

又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受け

①様式52による製造用医薬品等輸入届書を正副

なければならないとされています。

２通

そこで、薬事法の規制対象物となった場合、輸

②医薬品等製造業許可証の写し

入届を提出しなければならないと、薬事法に規定

③医薬品等製造販売承認書、製造販売届書又は

されているので、税関において、その輸入届の確

製造販売認証書の写し

認を行い、他法令の求める条件が具備されている

④外国製造業者認定書の写し

ことを確認することになっています。

を提出していただく事になります。

一方、業にあたらない輸入については、明らか

なお、旧法からのみなしの許可の期間において

に個人使用と考えられる場合等の例外を除いて、

は、新法附則の規定から、従前とおなじように、

当該医薬品等の輸入が、業に当たらない輸入であ

輸入届書ではなく、輸入販売業等の業の許可書、

ることの確認、つまり他法令証明が不要であるこ

品目の承認書等、品目追加許可書を税関に提示す

とを、薬監証明というツールを使って確認してい

る事で、輸入を行うことが可能となっています。

るという事になっているわけです。

みなしの許可に関わる規定については、本年４
月以降は不要では無いかというご意見を聞くこと
もあるのですが、確認をしたところ、本年４月以
降も見なし許可を有する事業者は、医療機器業界
を中心に100社以上はあるようなので、この経過措
置期間中の方を対象とした記述が今後も当分の
間、必要であることを、ご理解いただきたいと思
います。
この輸入届書に関連して、ご注意いただきたい
のは、
輸入通関にあたって、インボイスの宛先と提出
された輸入届書の許可地が食い違っているという
ケースが散見される事です。
つまり、インボイスの宛先が製造所の所在地に

まず、業として輸入する場合の手続き、医薬品

なっているにも関わらず、製造販売用の輸入届が

等輸入届の手続についてご説明いたします。

税関に提出されるという事がおき、税関において
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通関を認める事が出来ないという事例が発生して

検討をしています。

います。

業界の方とも、相談をさせていただいておりま

新法に移行した際に、これまで有していた許可

すので、検討にあたっては、引き続き御協力をい

が、何の許可に切り替えられたか、許可の形態に

ただきたいと思います。

着目していただければ、どの輸入届を提出し、通

ただし、この問題は、背景に一部の製造販売業

関することになるのか、分かると思うので、ご確

者が当該外国製造業者の認定書を、抱えてしまっ

認いただきたいと思いますので、ご注意下さい。

ているという、問題があると思いますので、この

これに関連して、輸入届書とインボイスの送付

点については、皆さんのご理解と協力を強くお願

先等の確認を、税関の現場で円滑に行っていただ

いしたいと思います。

くためのお願いですが、輸入届書の様式に許可番

なお、この輸入届書の提出先・提出方法は、関

号、年月日を記載する欄はあるのですが、許可を

東信越厚生局又は近畿厚生局へ送付をすることと

受けた製造所等の名称、所在地を記載する欄が設

されておりますので、その点ご注意いただきたい

けられていないので、当該情報を輸入届書に記載

と思います。

したい。という場合には、輸入届書の備考欄に記
載をしていただくようお願いいたします。
また、FD 申請により輸入届書を提出する場合
で、複数品目の入力を行う場合に、印刷した輸入
届書の表紙の品目欄には、１品目しか出て来ない
ため、他に複数品目があるという事が分かるよう
に、その旨を、備考欄に記載していただきたいと
思います。
これは、いずれも税関から指摘・確認を受けた
ことがあるもので、税関検査の現場で、確認に時
間が取られる可能性があるものとなっているので
ご注意願います。
他に、輸入届書の関係で、良くご質問をいただ
くのは、外国製造業者認定書を入手することが出

輸入届書に関連して、輸入変更届について、ご説

来ないというものですが、これは、外国製造業者

明いたします。

に製造を委託している訳なので、当然取りきめ等

薬事法施行規則94条及び95条第３項では、輸入

を交わしているわけですから、その製造所の有す

届書に記載された事項に変更が生じた場合には、

る認定の証明書を用意出来ないという事が、よく

変更届書を厚生労働大臣に提出しなければならな

理解できないのですが、pmda のリストで代用出来

い事とされています。

るようにならないのか。という要望・ご質問をい

ここで、皆さんが何を届け出ているかというと

ただいております。

◆製造販売業者・製造業者の氏名及び住所
◆製造販売業者・製造業者の許可の種類・区分、

Pmda のリストについては、外国製造業者認定書

許可番号及び許可年月日

に記載されている記述と食い違いが生じている場
合もあり、それを認定書の代わりにすることは適

◆輸入しようとする品目の名称

当ではないとの指摘をいただいていた事もあり、

◆当該品目を製造する外国製造所の名称及び所
在地

これまで、中々、検討が進んで来なかった訳で

◆外国製造業者の認定区分、認定番号及び認定

すが、今年度になり、pmda のリストも改修され、

年月日

認定書との食い違いについて、改善がされたとの

を届け出ていただいています。

話も聞きます。
したがって、例えば、外国製造業者が認定書を

したがって、社名変更等の場合に限らず、業許

紛失している場合など、再交付に時間がかかる事

可更新や外国製造業者の認定更新を受けた場合に

が考えられる場合には、念書に外国製造業者認定

は、輸入変更届の提出が必要な事にご注意下さい。

書の写しを入手次第、
提出する事を記載の上、pmda

この変更届書の提出にあたっては、変更された

のリストを認定書に代える事で対応出来ないか、

事項が分かる資料を添付して通関の時までに、届
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を提出していただく事になります。
したがって、例えば、業許可の更新を受けた場
合に変更届書を提出する場合には、更新後の許可
証を添付すれば良いのであって、他の例えば承認
書の写し等は、変更届書の提出にあたっては、原
則不要となります。
これらの取扱いについては、２月に発出した事
務連絡「業許可更新時等における輸入変更届書の
取扱いに関する質疑応答集」にまとめていますの
で、参考にしていただきたいと思います。
輸入関係で、よくいただくご相談などを Q&A の
形でいくつかまとめましたので、順にご紹介して
いきたいと思います。後ほど説明します、輸入監
視要領の改定に併せて作成している Q&A の一部分
となっており、今後追加等の可能性がありますの
で、Q&A 発出後にもご確認頂きますようお願いい
たします。

次に、未承認等の医薬品等を販売、賃貸、授与
を目的とせずに輸入する場合の手続方法につい
て、ご説明いたします。
こういったものを輸入する場合、明らかに個人
使用と考えられる数量等の例外の場合を除いて、
原則として地方厚生局から薬監証明の交付を受け
ていただくことが必要となります。
薬監証明を交付する地方厚生局は、貨物が通関
Ｑ１

される税関毎に決められており、

輸入届書の外国製造業者の欄には、承認

書等に記載されている全ての外国製造業者を記載

◆函館、東京、横浜の各税関を担当するのが関

する必要があるのか？

東信越厚生局。

という事ですが、これは、全ての外国製造業者

◆名古屋、大阪、神戸、門司、長崎の各税関を

を記載する必要は無く、日本に医薬品等を輸出す

担当するのが近畿厚生局。

る外国製造業者のみを記載していただく事で差し

◆沖縄地区税関を担当するのが沖縄麻薬取締支

支えありません。

所

注意をしていただきたいのは、税関においては、

となっています。
このうち、近畿厚生局については、昨年、場所

貨物の送り主と輸入届書の外国製造業者の突合が

が移転しておりますので、郵送等をする場合には、

行われた時に齟齬が生じないよう、外国製造業者

ご注意いただきますよう、お願いします。

の記載にあたっては、輸入通関にあたって支障が
ないようにしていただきたいと思います。

次の①～⑩のスライドで、各事例別の必要書類
について示させて頂いておりますが、今回は時間
の都合により説明は省略させて頂きます。
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「Ｑ２ 輸入先販売名などの輸入通関を円滑に

「Ｑ４ 外国製造業者認定の更新を受けた場合

行うための情報を、輸入届書に記載したい場合は、

に、輸入変更届書の届出は必要か？」ということ

どのようにすれば良いか？」という事ですが、輸

ですが、これについては、先ほどもご説明したと

入届書の説明の際にも、触れましたが、このよう

おり、輸入届書の届出事項には業許可の年月日や

な、輸入届書の様式上、記載項目とされているも

外国製造業者認定の年月日が含まれているので、

のとは別の、輸入通関を円滑に行うための情報に

外国製造業者認定の更新を受けた際には、輸入変

ついては、輸入届書の備考欄に記載を行っていた

更届書の提出をお願いいたします。

だきますよう、お願いいたします。

なお、外国製造業者認定の更新については、今

また、備考欄に記載した内容については、届書

年度から更新が始まっている事と思いますが、認

提出の際に、その内容が確認出来る資料を添付し

定の更新には、事務処理期間の目安が５か月とな

ていただくよう、お願いいたします。

っているので、申請遅れが起きないように、ご注
意願います。
また、外国製造業者認定の代行を行った方につ
いては、自社でその製造所を使わなくなった場合
であっても、他の製造販売業者が当該製造所に製
造を委託している場合があるので、その場合は、
外国製造業者に認定更新の必要性を、よく確認し
て、他の製造販売業者が当該製造所を利用してい
る場合には、必要な情報を引き継いでいただくな
どの対応を取っていただきたいと思います。

「Ｑ３ 輸入届書を紙媒体のみで提出する事は
可能か？」ということですが、これは可能ですが、
厚生局により、具体的には近畿厚生局では、申請
データをいただいた FD データで管理しているこ
とから、申請データの電子媒体をご提供いただく
ようお願いをさせていただいております。
輸入届書に関わる事務処理速度改善のために
も、御協力をいただきますよう、お願いしたいと
思います。
「Ｑ５ 治験薬 GMP 規定による参考用品や審議
会確認用など、承認申請関係に必要とされるサン
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プル品の輸入のための薬監証明の目的は何になる

ある場合に、当該手続に関する資料の提出を

か？」

求める事を記載したこと。

ということですが、これは試験研究の目的で資

⑤輸入した医薬品等の用途が変わった場合の、

料を作成してください。

転用手続きを記載したこと。

なお、輸入報告書の輸入目的欄には「試験研究

⑥一部の様式の改訂をしたこと。

用（承認申請関係）
」と記載を行い、承認申請関係

の修正を行いますので、皆さまの御協力をお願

の事実が分かる資料を提示して下さい。

いいたします。
また今回、転用手続を輸入監視要領で明確化す

次に輸入監視要領等の改正についてお話をいた

る事になりますが、これは転用を薬事の立場から、

します。

認めるというものであり、他法令で必要とされる

輸入関係の通知については、平成17年３月31日

行為は、当然ながら別途行っていただく必要があ

に新薬事法の体系にあわせた各種要領を発出した

るので、その点ご注意下さい。

ところでありますが、新法施行から５年が経過し

例えば、関税手続などが必要な場合もあると思

た事から、通知の改正をおこなう事としています。
具体的には、

うので、それは税関にご相談いただければと思い
ます。

①平成17年４月より施行された改正薬事法によ
る「みなし許可業者」が、業許可更新により、

以上、簡単ではありましたが

原則として新法による製造販売業者、製造業

輸入監視について、ご説明させていただきまし

者に移行した事から、要領の記載順及び記載

た。

内容を修正したこと。

輸入監視、特に輸入届の制度については、新法

②薬事監視専門官に代えて、薬事監視員及び毒

施行から５年が経過し、問題点や皆さまが疑問に

物劇物監視員が輸入監視業務を行う場合があ

思われる点などが、分かってきました。

ることを記載したこと。

今後も、Q&A を作成するなど、運用方針をお示

③要領上の誤記及び制度改正に伴う修正漏れ等

しする予定なので、引き続き御協力いただきます

を訂正したこと。

よう、よろしくお願いいたします。

④輸入監視以外で、個人輸入に必要な手続きが

どうも、ありがとうございました。
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4.

医薬品の市販後安全対策について

安全対策課

本日は、
「医薬品の市販後安全対策について」と

まずは、１．市販後安全対策の概要についてお

題しましてお話をさせていただきます。

話します。
ここには、医薬品行政の概要を示しております。
開発から、治験、厳正な承認審査を経て、承認
されたものが、医薬品として流通し臨床現場等に
おいて、疾病の治療などに用いられるわけですが、
それぞれの段階において、その有効性及び安全性
の確保のために必要な規制を担っているのが薬事
法です。
市販後安全対策とは、文字どおり、承認後に新
たに得られる副作用等の情報収集、得られた情報
の分析結果に基づく添付文書等改訂などの安全対
策の企画立案などを行うことであり、薬事法にお
いて、関連する規制が定められています。
医薬品が創製され、研究開発が進むに従って、

本日の話題は、大きく分けると５つの項目にな

その医薬品に関する有効性、安全性に関わる情報

ります。

は次第に増加していくことになります。

市販後安全対策の概要から、

この図は、その様子を模式的に示したものです。

各制度と、現在安全対策課で進めている事業に

承認申請前には、多くの非臨床試験や臨床試験

ついて、

が行われ、そこで得られた情報もとに承認申請が

また平成18年６月に公布された販売制度改正に

行われますが、この段階で、ある程度の情報が蓄

かかる薬事法改正の概要などについて、お話した

積され、それらを評価して承認審査が行われます。

いと思います。

承認されると、それ以後は市販後調査等が行わ
れ、結果が情報として蓄積されます。
このように、研究・開発段階から、市販後を通
して、有効性・安全性の情報が収集され、蓄積さ
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れてきますが、これを活用することによって、安

ル」として表すことができます。

全に医薬品が使用できることになります。
医薬品の有効性・安全性・品質は、承認審査段
階で評価・承認されます。
承認前の安全性情報は、
治験が一定の制限下（つ
まり、患者数、併用薬、合併症、年齢構成等、限
られた範囲内）で行われる以上、限定されたもの
とならざるをえません。

副作用の発生・発見、その情報収集、収集され
たデータ分析、そして安全確保措置の決定。最後
にその情報及び措置を速やかに関係者に情報提供
をすることが、基本的な安全対策の流れになりま
す。
このサイクルを製造販売業者、医療機関、行政
など関係者が滞りなく、適時適切に行うことによ
しかし、市販後段階、ひとたび販売が開始され、

り、医薬品の安全確保が図られるわけです。

患者数が急激に増大し、併用薬を始め患者背景も
多様化すると、
承認前に予測できなかった副作用が発現するお
それが否定できません。市販後安全対策の重要性
は強調されなければいけないということでありま
す。

副作用等報告制度としては、企業報告制度と医
薬関係者からの報告制度がございます。
【企業報告】
昭和54年の薬事法一部改正に併せて、重要な副
作用等の情報については、企業がそれを知ったと
きから30日以内（一部は15日以内）に厚生大臣（当
医薬品安全対策に関する制度と事業といたしま

時）に報告するよう求めていましたが、平成８年

して、

の薬事法一部改正（平成９年４月１日施行）によ

副作用報告制度や、現在、私ども安全対策課で

り、企業が医薬品や医療用具等の副作用・感染症、

進めている医薬品の安全対策に係る事業について

不具合症例等の報告の義務を負うことが明記され

ご説明いたします。

ました。なお、報告期日は、当該情報を知った日

安全対策の流れは、いま申し上げました「サイク

から15日あるいは30日（重篤・非重篤、既知・未
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知の別等により異なる）になります。平成16年４

その他の報告制度として、

月から、これらの情報等は機構において収集・整
理及び調査等を実施。
【医療機関報告】については、その歴史を簡潔に
述べますと、
昭和42年３月、厚生省は、医療機関から直接副
作用情報を収集するために医薬品副作用モニター
制度を開始。この制度は、約3,000の医療機関をモ
ニター施設に指定し、これらの施設で経験した副
作用症例について直接厚生省が報告を受ける制度
でした。
また、昭和53年８月、一般用医薬品（いわゆる
大衆薬）に起因する副作用等の情報を収集し、一
般用医薬品の安全対策に資するため、薬局モニタ
生物由来製品については、上乗せの制度として、

ー制度を発足、約3,000の薬局をモニター薬局に指
定、これらの薬局で経験した副作用事例等につい

製造販売業者が、感染症に関する最新の文献等を

て、定期的に都道府県を通じて厚生省への報告が

収集・評価し、６ヵ月に１回報告する「感染症定

行われてきました。

期報告」制度が、平成15年７月30日から施行され
ております。この報告については、定期に開催さ
れる薬事・食品衛生審議会安全対策部会に報告し
ているところです。
また、WHO の枠組みとして、「WHO 国際医薬品モ
ニタリング制度」があります。加盟各国における
副作用症例の情報を国際的に収集し、情報交換す
るものです。
安全対策の透明性を確保する観点から、最近の
新たな情報提供として、平成18年１月から医薬品
機構の医薬品医療機器情報提供ホームページにお
いて、平成16年４月以降の全ての報告症例の概要
についての公表を開始しております。
平成19年度報告分からは、概ね６ヵ月後を目途

平成９年７月、これら制度と医療用具モニター

に公表していくこととしています。

制度を統合・拡充。
「医薬品等安全性情報報告制度」
が発足しました。この制度では、報告対象施設を

このスライドには、公表される概要を例示した
ものです。

全国全ての医療機関・薬局に拡大し、全国の約21

特に死亡症例については、専門家の意見を聴い

万施設の医療機関・薬局を対象として、医薬品（大

て、因果関係に関する評価、表の一番下に注とし

衆薬含む）
、医療機器等を対象に、医薬品等との因

ているところですが、これも合わせて公表してい

果関係が明確でないものも含めて全ての副作用、

るところです。

感染症、不具合情報の報告をお願いするものであ
りました。
平成14年７月の薬事法改正により、薬局開設者、
病院・診療所等の開設者、医師・歯科医師・薬剤
師等は医薬品、医療機器による副作用等や感染症
の発生を知った場合において、必要があると認め
るときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなけれ
ばならないことが規定され、平成15年７月より施
行されて今日に至っております。
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３つめの話題は、平成18年の薬事法改正につい

改正のポイントの二つ目としては、

てです。

一般用医薬品の販売を担う新たな専門家として

第164回通常国会に３月７日付で薬事法の一部

登録販売者（都道府県試験）の仕組みを設けたと

を改正する法律案が提出され、参議院（本会議可

いうことです。

決４月19日）
、衆議院（本会議可決６月８日）を経
て成立し、平成18年６月14日公布されたところで
す。

また、現行の許可業態は、新制度では、薬局、
店舗販売業、配置販売業の３種類に整理されます。
適切な情報提供及び相談対応のための環境整備
ポイントは、複数ございますけれども、一つに

も重要なポイントです。

は、一般用医薬品の販売に関して、リスクの程度

今後、政令、省令、通知等により、

に応じて、専門家が関与し、適切な情報提供等が

・薬局・店舗における掲示

なされる実効性のある制度の構築ということにな

・外箱表示

ります。

・陳列方法

医薬品販売制度改正検討部会の提言を踏まえ、

などが整備されています。

今回の薬事法改正により、新たな医薬品販売制度
が構築されることとなりました。
ポイントを一言で申し上げれば、従前、リスク
の程度にかかわらず一律に努力義務の扱いだった
情報提供、相談対応に、今般、メリハリをつけた。
これによって、制度として実効性の向上を図って
います。
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また、これまで、一般用医薬品の区分等及びそ

４つ目の話題として、安全対策の課題とその取

の変更に関する事項の調査審議は、医薬品等安全

り組みについてご紹介いたします。

対策部会で行うこととされていますが、医療用医

（スライドの内容に従って、現行の取り組みと実

薬品の使用上の注意の変更に伴うリスク区分の変

際に行っている事業について説明）

更、スイッチ OTC 等の市販後調査の終了に伴うリ
スク区分の変更等の手続きにおいては、今後、諮

これらの施策を通じて、より積極的な安全対策

問を行った後、医薬品等安全対策部会長の了解を

を進めるためには、製薬企業、学会等関係者の協

得て、次のように調査審議事項の事前整理等を「安

力が不可欠と考えております。ご協力のほどよろ

全対策調査会」に行わせ、その結果等について、

しくお願いいたします。

安全対策部会で調査審議を行うこととしました。

雑ぱくな内容でございましたが、ご静聴ありが

平成22年10月８日に行われた調査会において

とうございました。

は、ケトチフェン及び酸化マグネシウムについて、
審議が行われました。
今後行われる安全対策部会において、これらの
成分についての審議が行われる予定です。
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5.

医薬品の情報公開について

総務課医薬情報室
ます。１点目は、情報公開法とはどのような法律
かについて簡単に説明致します。２点目は、医薬
食品局における情報公開、特に、承認申請関係資
料における情報公開の考え方についてです。３点
目は、今後の課題です。また、最後に時間がござ
いましたら、よくいただくご質問についてご説明
させていただきます。

「医薬情報室」では、厚生労働省の情報公開の
中で、特に、医薬食品局（食品安全部を除く）の
情報公開への対応を担当しております。
平成13年に情報公開法が施行されて以来、医薬
品等の承認申請資料に対する情報公開請求が非常
に多いことをふまえ、その考え方等を皆様にお話
させていただくことが必要と考え、
「医薬品の情報
公開について」という演題を設けていただいてお
まず、「情報公開法」についてご説明します。

ります。この様な機会を通じて皆様に情報公開法
に対する理解を深めていただき、法の目的を踏ま
えて適正な運用に御協力いただきたいと考えてお
ります。

通常、情報公開法と呼んでおりますが、正式名
称は、
「行政機関の保有する情報の公開に関する法
律」と言います。この法律は、平成13年４月から
本日は、大きく分けて３点をお話したいと思い

施行されており、国の行政機関の保有する情報を
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誰でも公開（開示）請求できることとした法律で

くが行政文書として情報公開法の対象となりま

す。

す。一方、企業の知的財産権等の保護という要請

また、情報公開法は、
「国民主権の理念に則した

もありますので、各企業の企業秘密など法人の正

開示請求権の実現」を目的とし、情報公開制度を

当な利益を害するおそれがある情報は不開示とな

整備し、行政機関が国民に対してその諸活動を説

ります。これについては後述いたします。

明する責務が全うされるようにすることを目指し

行政文書を開示する場合は、文字の置き換え、

たものです。

伏せ字などの加工はせずにそのままの状態で出す

この結果、国民は、行政を進めている過程につ

こととされています。したがって、後でご説明す

いて必要な情報を入手することが可能となります

る不開示情報を消して黒く塗って出すこととなり

し、行政運営に関する的確な認識のもとに適正な

ます。開示にあたって、文書の一部を切り分ける

意見を形成することが可能となります。ひいては、

ことはいたしません。従って、情報公表の一環と

公正で国民の意見が反映された行政を実現するこ

して、医薬品医療機器総合機構の HP に掲載されて

とができます。

いる「資料概要」では、
「規格及び試験方法」や「安
定性」の項目を置き換えて公表している箇所もご
ざいますが、情報公開法における開示請求におい
てはこのような事はできません。
次に、開示請求権者について申し上げます。
情報公開法では、誰でも行政文書の開示を請求
できることとされており、誰が請求者であっても、
同じ内容を開示することとなります。そのため、
行政文書に含まれる内容が開示請求者本人に関す
る内容であっても、個人情報保護としてマスクさ
れます。
次に、スケジュールについて申し上げます。
情報公開法では開示請求を受けてからの処理期
限が定められており、原則土日休日も含めた30日

それでは、情報公開法の基本的な部分について

以内に開示・不開示の決定を行うこととされてい

ご説明いたします。

ます。

まず、法の対象となる機関の範囲ですが、国の

しかしながら、たとえば医薬品の承認関係の文

行政機関が情報公開法による公開の対象となりま

書など、行政機関以外の者である第三者に関する

す。独立行政法人についてはほぼ同様の内容とし

情報が記載されている文書の場合、この第三者と

て「独立行政法人の保有する情報の公開に関する

の調整に時間がかかる場合などがあります。この

法律」として別建てになっており、14年10月から

場合には期限を延長することがある旨の規定が定

実施されています。従って、医薬関係では、厚生

められています。

労働省本省のほか、医薬品医療機器総合機構も独

この延長は30日以内とされておりますので、当

立行政法人として対象となります。

初の請求から数えて60日以内での決定となりま

次に、法の対象となる文書について申し上げま

す。

す。
情報公開法による行政文書の定義としては、
「行
政機関の職員が職務上作成し、取得した文書、図
画、電磁的記録であって、組織的に用いるものと
して保有しているもの」となります。このため、
職員が自ら作成した文書の他、第三者の企業等か
ら取得した文書も含まれ、職員の個人的メモや個
人で使用する勉強用資料を除くほとんどの文書が
入ることとなります。したがって、製薬企業から
提出された承認申請資料なども含め各種文書の多
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ついで、情報公開法による行政文書の開示の考
え方についてご説明いたします。
行政文書を開示する考え方は、第５条で、開示
請求に係る文書に不開示情報が記録されていない
限りは、「当該行政文書を開示しなければならな
い。」とされており、原則開示であり、法に定める
条件を満たすものののみが不開示となります。
また、不開示情報としては、よくみられるもの
は「個人情報」「法人情報」の２種類です。
「個人情報」と「法人情報」について簡単にご
説明致します。
まず、
「個人情報」ですが、承認申請時の資料概
ついで、開示請求の実際の手続についてご説明

要を例にとると、臨床試験における治験責任医師

いたします。

の氏名、患者の氏名などの基本として、個人を識

厚生労働省本省では大臣官房総務課情報公開文

別できる情報、特定の個人を識別することができ

書室が開示請求の窓口となります。

ないが公にすることによりなお個人の権利利益を

ただし、厚生労働省の関係であれば、厚生労働

害するおそれがあるものは原則不開示となりま

省本省、国立医薬品食品衛生研究所等の研究所、

す。ただし、個人情報に該当する場合であっても、

地方厚生局などが、それぞれ個別に情報公開に対

開示される場合が法律上規定されております。

応しているので、各機関の所有する文書の開示を

一つめとしては、法令の規定や慣行により公に

請求する場合には、該当する文書を保有している

されている情報です。例えば、申請書に記載され

機関の窓口にそれぞれ請求することとなります。

た会社の代表者の氏名などです。

請求したい文書が特定できない場合には、電子

二つめは、人の生命、健康、生活又は財産を保

政府の総合窓口において各府省が保有する行政文

護するために公にすることが必要な情報です。

書の行政文書ファイルの検索が可能となっており

三つ目は公務員の職に関する情報です。例えば、

ますので、そちらをご利用いただくなどして特定

公務員の職務の遂行に係る情報であるときは、そ

していただくことになります。

の情報は国家公務員の氏名も含め、すべて開示と

開示請求があった場合の、より具体的な手続き

しております。

については後述いたします。

続いて、
「法人情報」についてですが、今ご説明

また、請求に対して決定を通知された際に、そ

した「個人情報」とは異なり、法律に規定されて

の内容に不服があれば、請求者が不服を申し出る

いる一定の要件を満たすもののみが不開示とされ

ことによって行政機関はもう一度判断し直すこと

ています。

になります。不服申立があった際のより詳細な内

法律では、
「公にすることにより、当該法人等又

容についても後ほどご説明致します。

は当該（事業を営む）個人の権利、競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と、
「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件
で任意に提供されたものであって、法人等又は個
人における通例として公にしないものとされてい
るものその他の当該条件を付することが当該情報
の性質、当時の状況等に照らして合理的であると
認められるもの」に該当するものが法人情報とし
て不開示の対象となります。
なお、ただし書きとして、
「人の生命、健康、生
活又は財産を保護するため、公にすることが必要
であると認められる情報を除く」という規定がつ
いておりますので、以上の要件に該当するものが
いかなる場合においても不開示となる、というこ
― 37 ―

とではありません。

で行われますが、不服申立人や諮問庁、つまり行

また、
「個人情報」や「法人情報」以外にも不開

政機関は、意見書を提出したり、口頭で意見を述

示となる情報として、③から⑥に記載したような

べる機会が与えられます。そして、審査会で審理

ものがあります。

が終わると、答申が出されますので、行政機関で
は、答申を尊重してあらためて開示等決定をしま
す。なお、この答申はホームページで公開されて
おります。

次に、情報公開法のその他の点について説明し
ます。
まず、開示決定の態様ですが、文書の存在を明
続きまして、医薬食品局における情報公開の現

らかにした上で、全部開示・一部開示・全部不開

状について説明致します。

示する方法と、文書の存否そのものを明らかにし
ないで不開示にする場合があります。文書の存否
そのものを明らかにしないで不開示にする理由と
して、その文書を保有していると答えるだけで不
開示情報を明らかにしたことになる場合があるた
めです。たとえば、まだ承認審査中の承認申請書
の有無について答えてしまいますと、その医薬品
が承認申請されていることが明らかになってしま
いますので、承認申請されているということが明
らかになっていない場合については、その承認申
請に係る文書の存否は答えずに不開示とします。
次に、不服申立と内閣府情報公開審査会への諮
問、答申について説明します。
不服申立は、請求者も第三者もできます。第三
者というのは、承認申請者等、開示される情報の

平成21年度の厚生労働省本省全体の開示請求は

元々の持ち主のことで、行政と開示請求者以外と

およそ5800件あり、そのうち、食品安全部を除く

いう意味で、第三者という言葉を使っています。

医薬食品局への開示請求はおよそ4800件となって
おり、省全体の約80％に及んでおります。

不服申立があると、開示決定を行った当事者で
ある行政機関が再度検討し、判断を下すことにな
りますが、当事者である行政機関の自己評価に任
せるのではなく、第三者的立場からの評価を踏ま
えた判断を加味することにより、より客観性・合
理性を担保しています。そのため、第三者機関と
して内閣府情報公開・個人情報審査会が設けられ
ています。
情報公開審査会での審理は原則として書面審理
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考にしつつ、
③厚生労働省側でマスク案を（マーカーにより内
容が見えるよう）見え消しで作成します。
④第三者宛の意見照会通知を発出します。
（情報公
開法では、第三者の権利利益の適正な保護とい
う観点から、意見書提出の機会の付与が規定さ
れています）
○意見照会通知は、FAX 及び郵送で送付し、
○マスク案がある場合は、郵送で一緒にマスク
案も送付しています。
⑤照会通知を受けて第三者の方には意見書の提出
をしていただきます。
続きまして、医薬食品局の開示請求内容につい
て説明致します。
医薬食品局の開示請求の内容として、医薬品等
の審査関係文書が殆どを占めております。審査関
係文書とは、承認申請の際申請者より提出される
承認申請書、資料概要、指示事項回答書などです。
その他の請求としては、化学物質毒性データの関
係の請求、安全対策関係の請求などがなされてお
ります。
また、品目の割合を比較すると医薬品が約30％、
医療機器が50％強となっております。

→一旦スライド13へ
（意見書の提出は、前述のとおり、情報公開法で
規定されているものです。
）
○

意見書についてご注意いただきたいことを

申し上げます。
○

意見書は、マスク案への意見とは別に必要

です。マスク案に対する御意見がない場合も
送付してください。
○

意見書は、マスク案に対する意見ではなく、

開示そのものに対する意見なので、全開示し
ても問題ないという場合以外は基本的に「支
実際に承認申請資料等の開示請求があった場

障あり」になると思われます。
「支障なし」と

合、申請者である企業には「第三者」として対応

すると、規格及び試験方法や製造方法も含め

していただくことになります。

て全部開示してよい、という意味になるので

このスライドでは、その際の事務処理の流れを

ご注意ください。

お示ししています。スライド上の白字の項目（下

○

意見書様式の２(2)の部分には「支障（不利

線太字部分）が第三者である企業の関与する部分

益）の具体的内容」とありますが、ここには

です。

例示したような簡易な記載のみで結構です。

①開示請求書が提出されると、行政側で該当文書

具体的な不開示希望箇所や不開示を希望する

を特定します。

理由、支障の具体的な内容については、次に

②次に必要に応じて提供いただいたインタビュー

ご説明するマスク案への意見の方に記載して

フォーム、添付文書、ラベル等の公表文書を参

ください。
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○

意見書の提出は、照会日から一週間後を締

医薬食品局では、医薬食品局が保有する文書は

め切りとしています。

量が膨大で内容も専門的であること、また、限ら

⑥意見書と平行して、お送りするマスク案につい

れた時間で開示請求に対し迅速に対応する必要が

てご検討いただき、マスク案に対する意見の提

あること、開示請求者や利害関係を有する第三者

出をお願いします。追加マスクを希望する箇所

に対して判断の透明性、公正性を担保する必要が

がある場合は、こちらの回答の方にその箇所を

あることから平成13年度法施行時に「開示・不開

示していただくとともに、具体的な理由を記載

示基準」を策定いたしましたが、その後の大幅な

して下さい。

薬事法の改正等を踏まえ、平成19年３月に基準の

なお、追加マスクを希望される箇所のみ提示さ

見直しを行っております。なお、見直しにあたっ

れ、希望される理由については特に記載無い形で

ては、日薬連をはじめ各業界団体等にも幅広くご

ご提出される場合がございますが、厚生労働省と

意見をお聞きした上で行いました。

しても開示・不開示の判断の材料となりますので、

当該基準については、平成19年３月30日付け医

理由についても併せてご提出いただきますようお

薬食品局長通知「医薬食品局の保有する情報の公

願いいたします。

開に係る事務処理の手引」として発出しておりま

マスク案に対する意見の〆切につきましては、

す。手引は、厚生労働省の HP の情報公開関係のサ

資料の分量も考慮し、原則的に１～２週間とさせ

イト

ていただいております。最終的に開示請求から30

（http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai09/inde

日の期限内に間に合う必要があるので、ご協力を

x.html）に掲載しておりますので、ご参考にして

お願い致します。

ください。

⑦行政側で第三者の意見も考慮し、開示・不開示
部分を決定いたします。
⑧開示・不開示部分が決定しましたら、開示決定
通知を発出します。
（開示請求者、第三者）
⑨開示請求者に実際に交付する黒塗り文書を作成
します。
⑩第三者に交付予定の黒塗り文書を送付します。
ここで、第三者に黒塗り箇所につきまして最終
的な確認をいただくこととなりますので、確認依
頼の文書に記載した期限までにご確認の方御協力
よろしくお願いします。
⑪開示の実施、つまり、実際に請求者に文書を渡
します。
では、本通知の記載の中から、今回ご参加いた
だいております企業に関係が深いと思われる審査
管理業務に係る行政文書について、開示・不開示
の考え方を簡単に説明致します。
承認申請書、資料概要等の行政文書については、
情報公開法の主旨から医薬品の有効性、安全性又
は品質を適正に評価した上で承認していることを
国民に説明し、理解を得る義務がある事から原則
開示と考えております。ただし、これらの資料に
は個人情報や法人情報が含まれていることから、
一定の配慮をしております。
一方、承認申請の際に提出される書類の中で、
試験成績等いわゆる「添付資料」については、公
続きまして、医薬食品局における情報公開の開

にすると、他社による同種製品の承認申請等を容

示不開示の取り扱いについて説明致します。

易にするおそれが大きいことから、全部不開示と
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しております。

物種・系統等であれば不開示とする事ができます
が、あまり不開示とした実績がありません。
「臨床試験」です。ただし、臨床試験等の実施
施設名、担当医師名等、また患者の個人情報とな
る部分は不開示としております。ただし、施設名・
医師名及び患者の個人情報等であっても論文等で
公表済みの情報は開示しております。
また、その他の「製造方法」
、「規格及び試験方
法」
、
「製剤設計に係る試験」等の項目については、
法人情報として不開示としております。ただし、
添付文書、外箱表示、医療用医薬品であればイン
タビューフォーム等に記載のある情報、論文や広
告として公表している情報、MR 活動等で患者や医

続きまして、開示の対象となる承認申請関係の

療関係者に情報提供されている内容については開

資料について、どのように個人情報や法人情報に

示しております。

配慮しているかをご説明致します。
成分や製剤の有効性・安全性を確認するための
試験などは医薬品の有効性、安全性又は品質を適
正に評価した上で承認していることを国民に説明
し、理解を得る義務がある事から原則開示として
おります。
また、成分や製剤の製造方法、規格及び試験方
法等に係る情報については、法人として原則不開
示としております。ただし、既に添付文書、イン
タビューフォーム等で公表されている情報や学会
等で発表されている情報などは開示の対象となり
ます。
このため、例えば、
「資料概要」の開示請求があ
次に、今後の課題についてお話します。

った場合、スライドに記載した項目については有
効性・安全性を確認するための試験などと考えら
れ原則開示と扱っております。
また、医薬品の資料概要につきましては、通知
に基づき CTD 形式で記載が求められていることか
ら、これまでのものとの対応関係をお示しさせて
いただいております。
まず、「起原又は発見の経緯等」です。ただし、
当該医薬品の開発のスケジュールがわかる全体経
緯図は不開示としております。
「薬理作用」です。ただし、相当特殊な試験方
法であれば不開示とする事ができますが、あまり
不開示とした実績はありません。
「吸収、分布、代謝、排泄」です。ただし、吸
収に係る試験を実施する際に必要な放射性標識化

現在、情報公開法が施行されて間もなく10年と

合物の合成方法、製造方法が推定される情報は不

なりますが、皆様にも、情報公開法に対する理解

開示としております。

について、さらに深めていただきたいと思ってお
ります。

「毒性」です。これについても、相当特殊な動
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情報公開法では、行政が持っている文書はほと
んどが開示請求の対象となります。しかしながら、
現在でも、
「なぜ企業の提出した申請書が情報公開
の対象となるのか？」という問い合わせをいただ
くことがありますが、
「行政文書」とは、厚生労働
省において作成した文書のみではなく、他者から
厚生労働省に提出されて保有している文書等も含
まれるということをご理解いただきたいと思いま
す。
次に、開示・不開示の考え方に対する理解も深
めていただきたいと思っております。
承認申請書等の開示請求があった場合、皆様は
承認申請者、つまり情報公開法で言う「第三者」

時間に余裕がございますので、日々のやりとり

として我々と開示・不開示部分の調整をしていた

の中でよくご質問いただく内容についてご説明さ

だきますが、承認申請書情報公開法の考え方は、

せていただきたいと思いますので、今後のご参考

「原則開示」となっており、さらに具体的な開示・

としていただければと存じます。開示請求者とし

不開示の判断は、情報公開法の趣旨に基づき、手

て２つ、第三者として２つの質問についてご用意

引をもとに個別に判断を行っております。従いま

させていただいております。

して、先ほどの繰り返しとなりますが、不開示を
希望される場合、なぜ第三者である企業の不利益
になるのかを理論的に明確にお示していただきた
いと考えております。例えば「公開されていない
情報だから」というのみでは必ずしも不開示情報
には該当しませんので、それを開示することによ
ってどのように企業の不利益になり得るのかをご
説明いただきたいと思います。また、審査を通り
やすくするため、つまり承認取得のためのノウハ
ウなので不開示にしてほしいという要望がありま
すが、このような理由で不開示とするのは難しい
のでその点もご理解いただきたいと思います。
また、過去の不服申立事例なども踏まえ、添付
文書等で一度過去に公表された情報であれば、現
時点で公開されていなくても非公開情報にはあた
らないと判断することとなりますので、ご注意下
さい。
さらに、情報公開法の改正に向けた検討が現在
内閣府の行政刷新会議で進められておりますの
で、皆様にも注視していただければと考えており
ます。

まず、最初に開示請求書の記載方法についてで
すが、お分かりになる範囲で結構ですので、請求
したい文書について分かりやすく記載いただきま
すようお願い致します。記載されている内容が分
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かりにくい場合、開示請求者の方に確認をさせて

納付をお願いします。

いただいた上で、文書を特定させていただく形に

このスライドのような開示決定通知がお手元に

なりますので、開示決定までの時間がかかってし

届いた場合、紙媒体での開示を希望される場合、

まう場合がございますので、ご協力をお願い致し

開示手数料として1210円を収入印紙で納付してい

ます。

ただくこととなります。

また、確認をさせていただく場合に連絡先とし
て記載いただいている方にご連絡をさせていただ
いてもご不在でつながらない場合、同じように時
間を要してしまう場合がございますので、極力日
中お電話をさせていただいても連絡が取れる連絡
先を記載いただきますようお願い致します。
また、開示請求１件につき、300円の収入印紙が
必要となりますので、必ず件数×300円分の収入印
紙の貼付をしていただきますようお願い致しま
す。
今、ご説明した内容をポイントでお示ししたの
が、次のスライドとなります。
ここからは、第三者としてご対応いただく際の
質問となりますが、承認整理された品目について
開示請求がなされた場合、行政文書の保存期間内
であれば開示の対象となりますので、既に販売を
中止されているかと思いますが、ご協力のほどよ
ろしくお願い致します。また、この際に販売を中
止したからと言って全て不開示とすることが出来
るものでは無く、販売されていた当時の公表情報
等に基づき、開示・不開示の判断を行っておりま
す。

黒塗り文書の第三者への送付につきましては、
続いて、開示実施手数料についてですが、行政

原則新たにマスキングを行った文書についてのみ

文書の枚数・実施方法から算出した手数料から、

送付致しますので、過去と同じ内容で決定を行っ

開示請求手数料300円を引いた額を収入印紙で納

た場合などには黒塗りの文書の送付は行っており

付いただく必要があります。また、送付を希望さ

ません。また、黒塗り文書につきましては、先ほ

れる場合は、郵送料が発生しますので、切手での

ども説明しましたとおり、決定通知を発出したの
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ち、作業に入りますので、決定通知後約１週間の

今後も、皆様とは、第三者又は開示請求者とし

ちに送付しますが、開示実施の数日前までにご確

てもいろいろやりとりをさせていただくと思いま

認いただきますようお願い致します。

すが、ご協力とご理解をよろしくお願い致します。
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6. PMDA 審査関連業務
6-1.承認申請の記載に関する注意事項（新医薬品）について
医薬品医療機器総合機構 新薬審査部（生物系審査部）
労働省から委託を受けて、ここに示してあります
流れに沿って、審査及び調査の業務を一貫して行
い、審査専門協議等のプロセスを経て、審査結果
として取りまとめたものを厚生労働省に通知する
方式となっております。その後、薬事・食品衛生
審議会への諮問・答申を経て、厚生労働省の最終
判断後に承認されることになります。

只今ご紹介いただきました、独立行政法人

医

薬品医療機器総合機構 新薬審査部（生物系審査
部）です。
ここでは、新医薬品の承認審査に係る最近の話
題、承認申請に関する注意事項等について説明い
たします。

これは、現在の PMDA の組織になります。
昨年４月に、新薬審査の組織体制が変わり、現
在、新薬の審査を担当する部は、新薬第１部から
第５部と、生物系審査第１部及び第２部の合計７
部となっています。また、スライドには明記して
おりませんが、本年の10月から、従前、品質管理
部に所属した基準課を、審査マネジメント部に移
管し、医薬品基準課及び医療機器基準課を設けて
おります。さらに、レギュラトリーサイエンス推
進部の推進課の事務を分掌し、新たに研究課を設
置しております。
平成16年４月１日に独立行政法人医薬品医療機
器総合機構（PMDA と略称）が設立されました。PMDA
では、医薬品の副作用や生物由来製品を介した感
染等による健康被害の救済に関する業務、薬事法
に基づく医薬品や医療機器などの審査関連業務及
びその安全対策業務を行っています。
新薬の承認審査に関しましては、PMDA では厚生
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試験の範囲や判断基準に言及するものではありま
せん。申請に当たって必要な非臨床試験、臨床試
験については、個々の医薬品の特性や適応などに
応じて検討してください。
なお、CTD 様式の申請資料において、紙 CTD 正
本の場合に必要となる副本に、承認申請書の写し
が添付されていなかったり、必要な書類が本来収
められるべき場所に入っていなかったり、QC チェ
ックが不完全のままであったケースがありました
ので、申請前に十分な確認をお願いします。

これは、新薬審査の各部と担当分野との関係の
表です。
昨年４月より、抗悪分野を担当する「新薬審査
第５部」が新設され、第６－２分野が、新薬審査
第１部に、第４分野等が新薬審査第４部に移され
ています。

CTD の品質の項については、第２部の記載要領
の例としてモックアップが平成14年８月に出され
ています。製品の特性によって、記載すべき内容
の範囲や深さは異なりますが、このモックアップ
を参考に CTD を作成していただきたいと思いま
す。また、平成15年11月５日付けで事務連絡が発
出されておりますので、こちらもご参照ください。
新薬の承認審査自体の話に戻ります。
平成15年７月より、医療用医薬品のうち新医薬
品の承認申請資料については、コモン・テクニカ
ル・ドキュメント、CTD 様式による提出が求めら
れています。すでにご承知とは思いますが、今年
６月９日に新医薬品の総審査期間短縮に向けた留
意事項の事務連絡が出されていますので、確認の
意味で、CTD 様式の資料を作成する際の留意点を
簡単にご説明します。
CTD は、第１部から第５部までで構成されてい
ます。各部のことをそれぞれモジュール●●と呼
ぶこともありますが、ここでは「部」という言葉
CTD の臨床の項には、個々の臨床試験結果につ

で統一してお話しします。
CTD は添付資料の構成を示したものであり、資

いて十分な情報量が含まれるようにしてくださ

料の様式や順序に関する指針を示したものです。

い。時に情報が不十分な例として、臨床データパ

したがって、個々の承認申請において要求される

ッケージの構成、用量設定根拠、効能効果の設定
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根拠といった項目が挙げられます。

結構です。

有効性や安全性の解析を行う場合には、その目

資料に添付するタグ、特に第１部及び第２部に

的や必要性をよく検討した上で解析を実施し、そ

つきましては、耳の部分に項目名も記載してくだ

の結果をわかりやすく記載してください。例えば、

さい。これは平成15年11月５日付けの事務連絡に

有効性については、各試験の対象患者や試験デザ

も記載されていますので、ご対応いただくようお

イン、用量などを考慮する必要があります。患者

願いします。

を対象とした臨床試験が２～３試験しか実施され

平成17年９月16日付けで「医薬品安全性監視の

ていないのであれば、あえて統合解析を行う必要

計画について」と題して ICH E2E のガイドライン

はないと思われます。

が通知され、市販後早期における安全性の監視活

また、CTD 第２部、特に2.7.6個々の試験のまと

動の計画の立案、充実をお願いしております。そ

めについては、簡単な表のみで提出される場合が

の中にもありますように、申請に当たって、製造

目立ちますが、従来の資料概要のト項のようにま

販売後調査等基本計画については CTD の第１部に

とめていただくようお願いします。

案を添付して頂きたくお願いします。

安全性についても、集計対象症例の試験条件の

付け足しになりますが、CTD 関連通知について

違いに特に注意してください。旧 GCP と新 GCP の

は、PMDA の ICH 情報が掲載されているホームペー

試験や、異なる副作用判定基準を用いている試験

ジの Multidisciplinary の部分に Q&A も含めた電

など、異なる基準で副作用が収集されている場合

子ファイルが掲載されています。また、今後も追

には、それらの結果の統合解析を行うことは適切

加の Q&A などが出されると思いますので、適宜ご

ではありません。CTD では、有効性や安全性につ

確認ください。

いて統合解析や層別比較などによる記載が中心に
なる印象を受けられているような話も伺います
が、審査においてはまず個々の臨床試験結果が重
要であることは従来と変わりません。
追加で実施する解析、いわゆる後付け解析は、
個々の臨床試験結果を補足する位置付けになりま
すので、誤解のないようにお願いします。有害事
象、臨床検査値異常変動といった安全性のデータ
の評価に際しても、個々の臨床試験結果が基本に
なります。

eCTD に関して、簡単にご説明させていただきま
す。
eCTD は従来の紙媒体による審査資料を電子媒
体で提出していただくものです。現在、PMDA にお
いては、eCTD による審査システム及び体制の整備
を行っており、eCTD による審査も既に実施してい
ます。ご存知のように、eCTD のデータは各審査員
が端末から直接すべての申請データを閲覧するこ
とができることから、審査の迅速化、効率化が図
られることが期待されます。従来の紙媒体による
その他に留意すべき点として、エイズ関連医薬

CTD 申請に加え、参考提出という形で eCTD を併せ

品については、従来の通知どおりの取扱いですが、

てご提出いただければ、eCTD 未提出の企業の方々

米国又は欧州において CTD が作成されている場合

も eCTD に関する経験が積み重ねられると思いま

には、そのままでかまいませんし、NDA 形式等で

す。

作成されている場合でも、そのまま用いることで

eCTD の受付を開始した2004年度からの eCTD 申
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請数の推移を表にしています。2009年度には、eCTD

されることをお勧め致します。

正本の申請数が大幅に増加しました。これは、こ
れまで eCTD を参考提出されていた方々が eCTD 正
本申請に移行されたのだろうと推測しています。
また、eCTD に関する情報については、CTD 関連の
ホームページ以外にも、審査員の使用しているパ
ソコンの環境や不具合事例、eCTD の具体的な運用
をお知らせしている eCTD 国内情報提供ホームペ
ージがあります。適宜、ご参考ください。
今後とも、紙資料の一層の削減や審査の効率化
の観点から、電子化を進めて行きたいと考えてお
りますので、ご協力をお願いいたします。

次に、品質スライド(1)の続きですが、２点目と
して、原薬等登録原簿（いわゆる、マスターファ
イル）を利用する場合の留意点です。マスターフ
ァイルを利用する場合には、MF 登録者とあらかじ
め十分に連絡をとり、マスターファイルの登録状
況を確認し、マスターファイル登録情報に係る
CTD 第２部に相当する部分の資料が遅滞なく提出
されるようにしていただくようお願いいたしま
す。

ここからは、各分野において留意すべき点につ
いて解説いたします。
はじめに品質分野からです。
新医薬品の総審査期間の短縮を目指して、行政
側、申請者側双方の努力がなされているところで
すが、その一環として、平成22年６月９日に、審
査管理課より新医薬品の総審査期間短縮に向けた
申請に係る留意事項が、事務連絡として発出され
ました。品質分野においては、２点、留意事項が
あります。まず、長期安定性試験に係る資料につ
いてです。生物薬品を除く新有効成分含有医薬品
については、申請後に継続中の試験成績を追加提

次に、医薬品の品質に対する科学とリスクに基

出することを前提として、12ヵ月以上の期間の試

づいたアプローチに関する事項です。平成22年２

験成績を以て承認申請することが可能とされてい

月19日に医薬品品質システムに関するガイドライ

ますが、追加の試験成績については、総審査期間

ン（ Ｑ 10）が、発出されました。Ｑ10ガイドライ

の目標値の遅くとも６ヶ月前までに、有効期間設

ンは、医薬品品質システムと称される、製薬企業

定に必要なデータが含まれている報告書として提

のための実効的な品質マネジメントシステムのモ

出して頂くよう、お願いいたします。さらにその

デルを記述したものであり、製品のライフサイク

後に得られたデータについては、専門協議資料搬

ル全期間にわたって適用されるものです。Ｑ10は、

入時までに提出してください。なお、各品目にお

GMP を包含し、また、既に発出された Ｑ ８ 「製

キューテン

キューエイト

キューナイン

ける具体的な提出時期につきましては、申請前に

剤開発」及び Ｑ ９ 「品質リスクマネジメント」

機構との合意がなされるよう、治験相談等を利用

を補完して、さらに向上させることを目的として
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います。

の薬局方記載の各試験をどのように利用すること

次に平成22年６月28日に製剤開発に関するガイ

が可能であるか、また申請書への記載方法等が解

キューエイトアール

ドラインの改定（ Ｑ ８ Ｒ が発出されました。Ｑ

説されております。

８Ｒは、製剤の品質保証について、製剤開発にお
いて製造工程全般を通じて品質を製品の中に作り
込むことを提唱したＱ８の本文を詳しく解説した
ものです。本文に概説されている概念やデザイン
スペースと称されるツールをどのようにすればあ
らゆる剤形に対して実際に応用できるかが提示さ
れています。最近ではこれらの考え方を取り入れ
た医薬品の承認申請も多く見られるようになって
きました。
さらに、平成22年９月17日には、Ｑ８、Ｑ９及
びＱ10の３つのガイドラインに関する Q&A が、事
務連絡として発出されました。この Q&A は、３つ
のガイドラインの解釈及び実施の一助とすること
を目的としています。今後、これら新しいガイド

次に、化成品原薬の製造方法の申請書への記載

ラインを利用することにより、医薬品の品質保証

についての留意事項を述べます。原薬の製造工程

に対する考え方と用語の整備がなされ、医薬品の

の記載については、平成17年２月10日に発出され

開発及び製造管理について企業側と審査側でより

た、改正薬事法に基づく申請書記載事項に関する

多くの対話と相互理解が進むことが期待されま

指針において、反応工程が１工程のみの記載は避

す。

けるべきであるとされています。この点には十分
配慮いただきたいのですが、その一方で、承認申
請書に記載が必要な最小限の反応工程数だけが一
人歩きし、指針が目指している製造工程における
品質の恒常性の担保の観点が考慮されない記載も
散見されます。審査においては、原薬の製造方法
の記載について、反応工程数の充足性のみでその
適切性が判断されるわけではなく、出発物質の適
切性も含めて評価されることにご留意いただいた
上で、申請書に記載していただくようお願いいた
します。

次に、薬局方テキストの相互利用に関する事項
です。薬局方テキストを ICH 地域において相互利
用するための評価及び勧告に関するガイドライ
キューフォービー

ン、ICH－ Ｑ ４ Ｂ は、日本薬局方、米国薬局方及
び欧州薬局方のテキストを相互利用するための条
件を提示するものであり、個別に付属書として示
される事項別文書に従うことにより、各極での承
認申請等に際し一般試験法等を相互に利用するこ
とが出来ることを示したものです。平成22年２月
８日に、注射剤の採取容量試験法、及び注射剤の
不溶性微粒子試験法についての２つ事項別付属書

スライド(5)に続いて、承認申請書の製造方法欄

が発出されました。本邦での承認申請に際し他極

に記載する内容でご留意頂きたいもう一つの点に
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ついてご説明いたします。平成17年２月10日に発
出された、改正薬事法に基づく申請書記載事項に
関する指針において、プロセスパラメータ及び仕
込量に関し、軽微変更届出事項とする際の記載に
ついて述べられていますが、申請書には、これら
の事項は、原則として、目標値や設定値の１点を
記載し、許容幅については、SOP への記載とする
ことで対応頂くようお願いします。なお、軽微変
更届出事項を許容幅で記載している理由として、
頻繁に目標値や設定値が変更になることを想定し
ている、という事例があるのですが、そのような
場合には、変更の度に改められた値を軽微変更届
生物学的製剤等の製造方法に関する、一変/軽微

出としてご提出いただくようお願いいたします。

の区別についてご説明致します。
平成17年２月10日付薬食審査発第0210001号「改
正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認申請書
記載事項に関する指針について」では、製造方法
の記載要領について述べられており、別添１が化
学薬品原薬、別添２が化学薬品製剤、別添３が生
物学的製剤等となっています。
生物学的製剤等は多様であり、代表例を示すこ
とが困難であるという理由から、別添３には記載
例が含まれておらず、冒頭に「なお、製剤につい
ては、別添２Ａ．一般的な注意を参考に記載する
こと。
」とされています。
この文章に関連して、
「生物学的製剤等の製剤化
ここから、しばらく、生物製剤関係についてご

部分については、化学薬品製剤と同じ考えで、製

説明いたします。

造場所や製造方法の一部変更承認申請/軽微変更

最初に、生物製剤等の申請区分に関する事項で

届出の判断をしてよいか。
」という質問を相談等で

す。

多く受けていますが、この記載は、主に記載方法

生物製剤等の製造方法の変更にかかる区分とし

について別添２を参考にするよう説明しているも

て、
（10の２）
、
（10の４）がございます。該当する

のであり、生物学的製剤等における管理の特殊性

品目として、生物学的製剤基準収載品目、組換え

等を考えると、製造場所や製造方法の変更の一変/

DNA 技術応用医薬品、細胞培養医薬品、その他の

軽微の区別については、一貫して別添３のＡに従

バイオテクノロジー応用医薬品や、人尿由来製品

って判断するものであることに留意して下さい。

やヘパリンなどの生物起源由来製品があります。
これらの品目において、一変申請の申請書に【製
造方法】欄が立てられる場合には、製造場所の追
加のみであっても（10の２）又は（10の４）とな
ります。
これらの申請区分では、
【製造方法】の変更毎に、
変更前後の同等性/同質性評価、ウイルス不活化へ
の影響などを審査する可能性もありますので、ご
注意ください。
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次に、生物由来原料基準に関する事務連絡につ
いてです。
従来より、生物由来原料基準において定められ
ている事項に合致しないものをやむを得ず使用す
る場合には、薬事食品衛生審議会において個別製
品ごとにリスク評価を行い、その妥当性を判断し
た上で、承認書に記載し、添付文書において情報
提供を行うことで使用可能としてきたところで
す。昨年３月に、遺伝子組換え医薬品のマスター
セルバンクやワクチンのマスターシードなどにお
ける使用に関するリスク評価の事例が蓄積され、
極めてリスクが低いことが確認されたことから、
スライドに示します(1)～(6)の条件を満たす場合

遺伝子組換え技術を応用した製品の治験が増え

には、承認書に記載した上で使用可能とし、添付

ているという背景から、初回治験計画書の届出、

文書での情報提供措置は求めない、ということに

いわゆる30日調査の際の品質関係の照会事項を紹

なりました。なお、条件に合致するかどうかの判

介させていただきます。
PMDA では、被験者の安全性確保の観点から、

断に際しては、個別に審査を行いますので、該当
①

すると考えられる場合には、事務連絡の条件を満

用いるセルバンクが感染性物質に汚染されて
いないか、

たすことを示す資料をご提出ください。
②

動物由来の原材料の使用状況、使用されてい
る場合の生物由来原料基準への適合性、

③

製造工程の概略や不純物の除去状況、

④

製造工程のウイルスクリアランス値

⑤

原薬及び製剤の規格試験のうち、安全性に関
する試験の暫定規格

などを確認しております。
30日調査においては、時間的な限りがあります
ので、届出前にこれらの情報を入手いただくよう
お願いいたします。
こちらに挙げた事項は、治験薬の安全性を当局
側が確認するためには必要な情報ですが、治験薬
製造上のノウハウが含まれています。従いまして、
同じく昨年、事務連絡として発出されました生

遺伝子組換え技術を用いた治験薬の届出時におい

物由来の原材料に関する事項です。

ては、
「参考」という位置付けでこれらの情報を別

生物由来原料基準に規定する「原材料」の取扱

途添付いただくことを考慮ください。

いに関して、例１～３に示しましたような「原材
料」の製造工程の上流に用いられるものについて
は、医薬品等の出発原材料とまではいえないこと
から、例１～３又はそれに準ずるものは、基準に
規定されている原材料に該当しないこととされま
した。裏を返せば、これらの例１～３に比べて、
医薬品の製造工程に近い位置で使用がされている
ものは、
「原材料」の定義に該当する可能性があり
ますので、その点に留意し、申請前には、培地成
分や精製に用いる原材料等の点検をしていただき
たいと考えます。
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ここからは、薬理分野につきまして、５つの項

す。なお、対照薬の選定では臨床試験で比較され

目について話をいたします。

ている対照薬を考慮する必要がありますが、臨床

申請資料における薬理試験資料の役割のひとつ

試験では示されていない類薬に対する優位性を動

は、臨床試験で得られた有効性について作用機序

物薬理試験のみから主張することは適切ではあり

をもとに理論的に説明することにあります。基礎

ません。

薬理の試験結果からは、複数の薬理作用及び作用
機序の可能性が示される場合がありますが、どの
作用が臨床用量で発現可能なのか、in vitro 試験
での作用発現濃度、in vivo 試験で作用を発現す
る薬物血中濃度及び臨床用量における薬物血中濃
度をもとに種差等も考慮に入れ臨床試験で得られ
た有効性を説明する必要があります。なお、組織
移行性も含めた薬物濃度から作用発現の可能性が
示唆された場合であっても、臨床試験においてそ
の薬理作用に由来する臨床効果が認められていな
い場合には、その薬理作用を標榜することは適切
ではありません。特に添付文書の薬効薬理の項で
は、臨床試験結果を裏付ける観点で適切な記載を
していただけますようお願い致します。また、公

このスライドは、活性代謝物に関するものです。

表論文等を引用して説明されている薬理作用につ

薬物によっては代謝物が有効性に寄与する場合

きましては、生データが担保された評価資料では

があります。またその活性代謝物が未変化体と異

ありませんので、考察として引用することは構い

なる薬理作用を示すこともあります。このような

ませんが、有効性の説明に用いることは適切では

場合、原薬を経口投与した後の作用を説明するだ

ありませんのでご留意下さい。

けでは不十分であり、経口投与したときの薬理作
用が何に基づく作用なのか、薬物動態及び活性代
謝物の薬理作用から説明する必要があります。特
に、ヒトと動物で薬物代謝に種差がある場合は、
ヒトにおける活性代謝物の薬理作用及び臨床用量
における薬物動態から、臨床試験における有効性
を考察し説明する必要があります。

このスライドは薬理試験における比較対照群に
関するものです。
薬理試験方法は申請される薬物ごとに千差万別
であり、特別な病態モデルが使用されている場合
もあります。また、難溶性の薬物では種々の界面
活性剤や有機溶媒等を用いて溶解し使用されてお
このスライドは、安全性薬理試験に関するもの

ります。したがいまして、有効性を説明する上で

です。

その試験系が妥当であるのか、また得られた結果
が薬物によるものなのかを説明する上で適切な陽

安全性薬理試験で認められた事象が、ヒトにお

性対照群及び陰性対照群を設定する必要がありま

いても発現する可能性について、薬物動態を考慮
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した説明が必要となります。その際、投与方法、

ICH S7B ガイドラインの目的は、１）被験物質

投与量や効力を裏付ける試験で認められた有効用

及びその代謝物が心室再分極を遅延させる可能性

量等も考慮に入れて、臨床試験で認められた関連

を検出すること、並びに２）被験物質及びその代

する有害事象と対比させながら考察する必要があ

謝物の濃度と心室再分極遅延の程度を関連付ける

ります。また、臨床試験で認められた有害事象と

ことであり、この試験結果は、他の情報も考慮の

安全性薬理試験で認められた事象に関連性が示唆

上で、非臨床試験において、不整脈の発生のしや

される場合は、作用機序についても、十分検討の

すさと関連した、薬物による心室再分極遅延及び

うえ考察して頂きたいと思います。

QT 間隔延長の可能性を評価するために使用され
ます。

次に、平成21年10月23日付けで「ヒト用医薬品
の心室再分極遅延（QT 間隔延長）の潜在的可能性

このスライドは、QT 間隔延長のリスクを評価す

に関する非臨床的評価について」と題して、非臨

るための一般的な非臨床試験を進める上での評価

床試験に関する ICH S7B ガイドラインが発出され

方法を示したものです。

ましたので、説明させていただきます。なお、本

in vitro 試験及び in vivo 試験を実施し、その

ガイドラインは、後ほど説明がありますが、
「非抗

他の非臨床及び臨床試験から得られた関連情報も

不整脈薬における QT/QTc 間隔の延長と催不整脈

含めて、統合的な潜在的リスク評価を行います。

作用の潜在的可能性に関する臨床的評価」と題し

なお、S7B 非臨床試験については、その薬剤を

た ICH E14ガイドラインと同時に発出されており

ヒトへ初めて投与する前に実施するよう考慮する

ます。

必要があるとされています。これらの結果は、統

本ガイドラインでは、臨床試験におけるヒト用

合的リスク評価の一部として、その後の臨床試験

医薬品が心室再分極を遅延させる可能性を評価す

の進め方及びその結果の解釈に有用となります。
薬理に関する説明はこれで終わりです。

るための非臨床試験の進め方について述べたもの
です。
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次に、薬物動態について６つの項目について話

代謝物の種類や量の種差があり、動物では、ヒ

をいたします。

トでみられる代謝物が生成しない場合、毒性試験

このスライドでは、薬物動態解析及びデータの

や薬理試験の解釈に注意が必要です。

表示・要約の留意点について示します。

ヒトにおける代謝物の検討には、ヒト組織由来

薬物動態の検討結果は、血中濃度などの測定値

試料等の適切な in vitro（イン・ビトロ）試験系

や、測定値をもとに解析したり、計算したりして

を用いて、代謝に関与する主な酵素や分子種を評

得られた薬物動態パラメータとして示します。

価することが有用です。なお、ヒト組織由来試料
を用いた in vitro 試験成績については、CTD2.7.2

まず、測定値の信頼性を担保する上で、定量限

に記載してください。

界値を明らかにしてください。測定値を踏まえ妥
当な定量限界値となっているかが重要となりま
す。また、薬物動態パラメータとして妥当な値を
示すためには、得られた測定値の取り扱いを含め、
妥当な算出方法であることが必要です。これら、
血中濃度などの測定値や薬物動態パラメータは、
平均値、中央値、標準偏差などの適切な要約統計
量として示すことが必要です。結果を図表で示す
場合には、値が示す単位を正しく表示し、図のス
ケールも、必要なデータを確認したり、比較した
りしやすいよう工夫してください。試験間で薬物
動態を比較する際は、用法・用量が同じであるか、
使用されている製剤は同じであるか、試験デザイ
ンは同じであるかなどを考慮し、適切な方法で比

このスライドでは、ヒトを対象とした臨床薬物

較し、その結果を考察するようにしてください。

動態について述べます。
健康成人を対象とした第Ⅰ相試験では、単回投
与時の用量比例性、反復投与時の蓄積性、クリア
ランス経路、食事の影響等が検討されます。また、
適応患者を対象とした第Ⅱ相試験や第Ⅲ相試験で
血中濃度が測定された場合は、適応患者における
薬物動態や、薬物動態と薬力学の関係、すわなち
PK－PD（ピーケーピーディー）を検討することが
可能となります。PK－PD の検討は、用法・用量の
妥当性の説明や製造販売後の適正使用に有用な情
報となりますので、得られた情報を十分活用して、
臨床試験における用量設定根拠の説明や、添付文
書などで用量調節も含めた注意喚起の必要性を検
薬物動態は、動物を対象とした非臨床薬物動態

討する際、活用していただきたいと思います。

試験と、ヒトを対象とした臨床薬理試験などで検
討されますが、このスライドでは、非臨床薬物動
態について述べます。
医薬品開発において実施される吸収、分布、代
謝、排泄を検討する非臨床薬物動態試験のうち、
特に薬物投与後の組織や臓器の分布は、ヒトでは
検討できない貴重なデータとなります。また、胎
児移行や乳汁移行も、多くは動物で検討されます
ので、それらをもとに妊産婦への注意喚起が検討
される場合もあります。
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した上で、製造販売後の適正使用のために、添付
文書において妥当な注意喚起や情報提供を行って
ください。

薬物動態に影響を及ぼす可能性が高い背景因子
の例をここに示します。たとえば、主に腎排泄に
より、体内から消失する薬剤の場合は、腎機能障
害を有する患者で血中濃度が上昇したり、遷延し
たりするため、データを踏まえた注意喚起や適切

遺伝子組み換え医薬品等では、中和抗体産生の

な用量調節を考慮しなければならない場合があり

有無、中和抗体産生による本薬の薬物動態の変化

ます。また、適応患者に高齢者が多い場合は、高

が有効性に及ぼす影響、アナフィラキシーショッ

齢者を対象とした臨床薬理試験や、適応患者を対

ク等の安全性について留意が必要です。

象とした臨床試験で得られた血中濃度のデータに
基づき、高齢者における減量の必要性や注意喚起
の内容の妥当性について適切に説明していただく
ことが重要です。

次に非臨床安全性に関する最近の動向について
説明します。

医薬品開発において実施された、ヒト生体試料
を用いた in vitro 試験や薬物相互作用試験の成績
は、添付文書における「併用注意」や「薬物動態」
の項などに記載する注意喚起の根拠となります。
併用により、臨床用量幅を超えて血中濃度が上昇
する場合は、併用により重大な副作用が起こりう
る場合、そしてそのリスクが薬剤投与によるベネ
フィットは確実に上回る場合は、時に「併用禁忌」
とすることも検討しなければなりません。
得られたデータを適切に評価し、PK/PD も考慮
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非臨床安全性に関わる ICH での各トピックの進

極でパブリックコメントを頂き2009年10月にセン

捗状況を説明します。

トルイスでステップ４に合意しました。そして前
エムスリー

アールツー

まず、「非臨床試験の実施時期」 Ｍ ３ （ Ｒ ２ ）

述しましたとおり、本年６月課長通知が発出され
日本でもステップ５となりました。

の見直しについてはステップ５となり本年２月に

その概要について説明いたします。

医薬食品局審査管理課長通知として発出されまし
たので、ご一読ください。
エスツー

アールワン

「遺伝毒性試験」Ｓ２（ Ｒ １ ）はステップ４に
達する直前で進行が止まっています。
「バイオ医薬
品の非臨床安全性評価」Ｓ６につきましては本文
ほ

い

の改訂は行わず「補遺」として、今年11月の ICH
福岡会議で合意されステップ４となる見込みで
す。
「抗がん剤の非臨床安全性試験」Ｓ９に関する
トピックは、本年６月医薬食品局審査管理課長通
知として発出されステップ５となりました。この
トピックについては後に概略をお示しします。
さらに６月の ICH タリン会議で非臨床安全性の
新たなトピックとして「光毒性の非臨床安全性試
験」Ｓ10（エステン）が認められ、11月の ICH 福
Ｓ９ガイドラインの特徴は「重篤かつ致死的な

岡会議からガイドライン策定に向けて議論がはじ

悪性腫瘍を有する患者（進行がん患者）の治療を

まります。
今後とも、ガイドラインを適正かつ有効なもの

目的として開発する抗悪性腫瘍薬」に限定して実

に仕上げるため、業界からも活発なご意見を期待

施される非臨床安全性試験に適応されます。悪性

しています。

腫瘍薬の予防を目的とした医薬品や化学療法によ
る諸症状の治療・緩和を目的とした医薬品、ワク

次に、今般ステップ５に到達したＳ９について

チン、細胞治療や遺伝子治療、一部を除く放射線

内容をご説明します。

医薬品には本ガイドラインが適応しないことをご
留意ください。

Ｓ９ガイダンスの目的は、
「新規抗悪性腫瘍薬の
開発を促進・加速し、不必要な有害作用から患者
を保護し、動物愛護の精神を遵守」することです。

通常の医薬品開発では第Ⅰ相臨床試験は健常成

多くの抗がん剤は毒性が強く、かつ重篤な生命

人を対象に行われます。しかし抗悪性腫瘍薬の場

の危機に直面している患者さんに適応するとい

合、通常毒性が強い医薬品が多く、健常人への投

う、特殊性から通常の医薬品開発における非臨床

与はせず第Ⅰ相臨床試験からがん患者に投与しま

安全性試験と異なる評価が求められています。

す。

2007年10月の横浜会議から検討が開始され、

また、この第Ⅰ相臨床試験で有効性が認められ

2008年11月にステップ２に達しました。その後各

た場合、そのまま投与が継続される例もあります。
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その場合でもヒトより長期に投与される動物試験

に従い「受胎能および着床までの初期胚発生に関

の必要はありません。通常の健常人を用いた第Ⅰ

する試験」は通常、第Ⅲ相臨床試験実施前までに

相試験以降の非臨床試験の種類と実施時期につい

Ｍ３（Ｒ２）ガイドラインでは実施することにな

てはＭ３（Ｒ２）ガイダンスに従ってください。

っています、Ｓ９ガイドラインでは承認申請にお

次に反復投与毒性試験及び生殖発生毒性試験に

いても試験の実施は不要となりました。しかし
「胚・胎児発生に関する試験」は臨床試験を実施

ついて説明します。

するためには不要ですが、承認申請には必要です。
通常は２種の動物で試験が要求されていますが、
いずれかで陽性結果が得られた場合、第２の動物
種での実施は不要です。
「出生前および出生後の発
生並びに母体機能に関する試験」では承認申請に
おいても不要となりました。Ｓ９に該当しない医
薬品は申請までに試験の実施が必要です。
次に初回臨床試験に必要な非臨床試験の投与期
間とスケジュールの例について説明します。

今回のガイドラインで従来の反復投与毒性試験
ガイドラインＳ４と大きく異なるのは、無毒性量
や無作用量を求める用量設定の必要はないことで
す。Ｓ４では、少なくとも三段階の投与群を設け、
その中に毒性変化の認められる量と、毒性変化が
認められない量を含み、用量反応関係が見られる
設定を規定しています。
また、回復性試験ですが、通常のガイドライン
ではいずれかの毒性試験で実施することになって
います。Ｓ９ガイドラインでは臨床曝露量に近似

例として提示しますが、予定臨床投与スケジュ

した曝露量で重篤あるいは回復性の予測が困難な

ールが３から４週に１回投与する場合、必要な非

場合に回復性試験を実施し、試験期間は完全に回

臨床試験は単回投与毒性試験結果のみで可能で

復するまでの観察は必須ではありません。

す。これは単回投与での毒性が繰り返えされてる
という解釈です。予定臨床投与が連日投与の場合

次に生殖発生毒性試験について説明します。

は４週間の連日投与毒性試験結果をもって臨床試
験の実施が可能です。基本的な考え方としては臨
床投与スケジュールとほぼ同じ投与間隔で、投与
期間は４週間あるいは臨床最大投与日数を考慮し
た非臨床投与スケジュールを立案することをお勧
めします。
次に臨床試験デザインと製造販売承認申請のた
めに必要な非臨床データについて抜粋して説明し
ます。

生殖発生毒性試験はＳ５（Ｒ２）ガイドライン
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先に述べたように第Ⅰ相試験で抗腫瘍効果を得

なお、非 CTD 形式での申請に際しては、従前と

て、そのまま投与を継続する場合には追加の毒性

変更点はございません。

試験は不要です。さらに、今まで得られた毒性試
験の情報で臨床投与スケジュールを変更した場
合、毒性情報が担保できないときは、１種の動物
で毒性試験を追加することが出来ます。また臨床
開発を継続する場合でも臨床投与スケジュールに
合わせた３ヶ月間の反復投与毒性試験を第Ⅲ相臨
床試験開始までに実施することで良く、承認申請
においても、これ以上長期の毒性試験の必要はあ
りません。
詳しくは６月に出版された「医薬品非臨床試験
ガイドライン解説2010」をご覧ください。
最後にこのガイドラインの適用範囲は全ての
「抗腫瘍薬」ではなく、重篤かつ致死的な悪性腫
CTD 形式での申請に際して、従前は新添加物に

瘍を有する患者の治療を目的として開発する抗腫

関する資料については CTD 第２部にのみ記載を行

瘍薬に限ることをご留意ください。

っており、それを抜き出して組み直すというかた

非臨床安全性に関する話題は以上です。

ちで審査資料の作成を行っていましたが、今後は
以下の「２．」項に示すような形式でまとめた資料
を、CTD1.13.4.1 機構への提出資料（写）に組み
込むこととして下さい。この資料を新添加物の審
査資料として提出して頂くこととなりますが、審
査開始時に必要な部数、提出時期については担当
審査員にお問い合わせ下さい。
CTD への組み込み順は若干の変更があり、
「新添
加物に関する提出資料一覧」を最初に組み込みま
すが、これは概要表や、申請書の写しなどの添加
物審査に関する全ての提出資料を含めた目次とし
て作成して下さい。あとはここに示すように、個
別審議品目概要表、承認申請書の写、概要、資料
医薬品に使用される新添加物の審査資料につい

の順にファイルして下さい。

ては、一部取り扱いが変更になりましたので、ご

なお、本件に関する詳細な資料については、総

紹介させて頂きます。

合機構６階の受付にて配布いたしておりますの
で、参考になさって下さい。
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なる点もありますので、治験相談をご利用いただ
ければと思います。

次に、対面助言時にもお話をしていることです
が、臨床試験を計画し、実施する際にご注意いた
だきたいポイントについて簡単に述べたいと思い
臨床分野の承認申請資料のまとめ方について説

ます。

明します。

まず、
「臨床試験の目的」ですが、全体のデータ
パッケージにおける当該試験の位置付けが明確か

まず第一に資料の質をそろえることに心がけて

否か、また、事前情報が適切に收集でき、これに

ください。特に、引用文献の質に注意を払ってく

基づき合理的な設計がなされているかが重要で

ださい。Peer Review を受けた一流の臨床学術雑

す。「臨床試験を実施すること自体に意義がある」

誌、例えば New England Journal of Medicine や

ような試験を実施するのではなく、全体のデータ

Lancet に掲載されている論文あるいは Harrison、

パッケージにおける試験の位置づけ、目的を十分

Cecil などの内科学書に記載されている事項と、

に検討し、合理的な計画を作成した上で、臨床試

国内商業雑誌等に記載されている事項は内容の重

験を実施するようにお願いいたします。

みが異なりますので、文献について、その重みを
十分に考慮して引用して下さい。

「臨床試験デザイン」については、ここにお示
しした事項だけで十分とは言えない場合も個々に

次に、バイアスをなくすことですが、対立する

はありますが、臨床試験の設計・実施時に、最低

見解が存在する場合には必ず併記するように努め

限に検討して頂きたい事項をご紹介します。

て下さい。いずれ対立意見の存在は分かり、その
場合社内での検討が十分でなかったと、審査でみ

スライドの項目順に、例とともに述べますと、
①

なされるおそれが生じます。

適切な対象患者が選択できる基準を設けてい

論理構成をしっかりとして下さい。臨床試験で

るか、解析対象集団の選択は妥当か、患者背景

得られた事実とその解釈を区別すること、また文

の偏りや欠測値をどのように扱うのか、
適切な評価項目が選ばれているか、また、サ

献的考察、仮説、推論などはその旨明記して、論

ロゲートエンドポイントに関しては真のエンド

理に飛躍がないように注意して記載してくださ

ポイントとの関係について、どの程度、科学的

い。

②

最近、申請資料概要や回答書等で海外の資料を

な説明ができるか
適切な対照群が選択されているか、また、適

持ち込むことが多くなっていますが、国内の支社

切な症例数と無効同等の回避を考慮した非劣性

内で十分に意味を考え、日本語としての内容を吟

マージンが設定されているか

味してください。少数ですがとても読めないよう

③

中止・脱落を如何に少なくさせるか、バイア

な機械訳の資料さえあり、
「承認申請資料の体をな

ス混入をいかに回避するかといった「試験の質

していない」として差し戻された例もあります。

④

の向上」が図られているか
⑤

例えば、試験計画時からの重大な変更の有無

や、中間解析の実施について、などです。
個々の事例については、それぞれの開発の経緯、
薬剤の特性、データの性質など、個々に事情が異
― 59 ―

承認申請資料、概要等のまとめかたのポイント
としては、引用文献などを含めて資料の質は保た
れているか、有効性、安全性の解釈が客観的・科
学的か、結論に至る論理構成が十分であり偏って
いないか、海外の資料を引用する場合には内容の
吟味が十分になされているか、の４点が重要です。
この点を踏まえた上で、申請資料の作成を心がけ
てください。
情報公開に消極的な傾向が企業の一部に見られ
ます。審査報告書が知的所有権、個人のプライバ
シーに配慮された上で公開されるのは当然です
が、企業も情報公開の意義を前向きに捉え、例え
申請資料における安全性情報、特に有害事象の

ば安全性、有効性に関するマスク要求などは差し

取り扱いについてお願いがあります。

控えて頂きますようお願いします。

まず、副作用ではなく有害事象での集計を行っ
てください。以前は副作用として集計がなされて
いましたが、現在では有害事象ベースで集計が求
められており、審査においても、副作用よりも、
有害事象を中心に安全性の評価が行われます。
有害事象に関する医学的判断は、信頼できる医
学専門家の意見を取り入れて慎重に行って下さ
い。時には医学的常識を疑うような見解や担当医
が因果関係を否定していないのに、申請者が簡単
に否定しているものも見られます。
特に死亡を含む重篤な有害事象に関しては、こ
ちらでも関連が判断できるような資料の提出を原
則求めることになります。都合の悪いデータを隠
蔽したと思われないような情報の取り扱いを心が

かつて流行したブリッジング開発戦略のよう

けてください。そのような経緯も含めて審査報告

に、国際共同治験のような新しい臨床開発戦略を

書は作成されますので、ご留意ください。

用いて、海外に遅れを取ることなく新薬を日本で
使えるようにする取り組みに関して、PMDA は積極
的に応援します。そのためにも、開発戦略の全体
像を明確にして図などわかりやすい資料を作成し
て説明していただけると幸いです。
また、新しい開発戦略には、良い事ばかりでな
く、弱点と考えられる点があることは珍しくあり
ません。そのようなデメリットに関しても包み隠
さず資料に明記して、本当に大きな問題となり得
るのか否かの判断を行いやすくしましょう。また、
どうしても開発段階でのデータ収集に限界がある
場合も予想されますが、その際には製造販売承認
後にどのような臨床試験や製造販売後調査を行う
事で、不足している情報を補うのかについて具体

次に、臨床関連の事項についてご説明します。

的なプランを早期に提示いただければ幸いです。

審査報告書と申請資料概要は原則として公表さ
れます。インターネット上で審査報告書を実際に
ごらんになった方もいらっしゃるでしょう。
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次は、昨年度の講習会で説明しましたが、
『新医

承認可能な医薬品の一般原則としては、簡単に

薬品承認審査実務に関わる審査員のための留意事

まとめると、このスライドで示す主に５つのポイ

項』について再度説明します。

ントがあると考えております。すなわち、①資料
の信頼性、②臨床試験デザインの適切性、有効性
の統計的検証、③結果の臨床的意義、④リスクの
許容可能性、⑤品質の維持等について十分に検討
され、適切なデータが承認申請資料において提示
されることが必要と考えております。

昨年、平成20年４月17日に、
『新医薬品承認審査
実務に関わる審査員のための留意事項』を公表い
たしました。
詳細は、こちらの web アドレスで公開しており
ます。この文書の目的は、PMDA で新医薬品承認審
査実務に携わる上での基本的姿勢を示し、当該実

公表している文書には、留意事項をより概念的

務における主要な留意事項を明確にすることによ

かつ視覚的に理解するために、ここに示しますよ

り、PMDA の審査員の意識等の統一を図ることで

うな図も含まれております。
この図は、試験デザイン、資料の信頼性、有効

す。
当該事項は、チーム審査を実施する全ての新医

性のエビデンス、結果の再現性、リスク/ベネフィ

薬品を適用範囲としておりますが、あくまでも、

ットの評価といった承認の可否を判断するために

一般的に考えられる基本的事項を示すものであ

必要なカテゴリーを横にならべ、要求レベルに対

り、希少疾病医薬品又は既存治療が確立していな

して提出された資料のレベルがどの程度にあるか

い重篤な疾患領域の医薬品等では、個々のケース

を視覚的に理解するために作成したもので、上側

で判断すべき事項も数多く存在すると考えており

を100％、下側を０％とし、その間の任意の位置に

ます。

マークすることを想定しています。
例えばこの例の場合には、有効性、特に海外デ
ータの利用や外挿性について懸念があり、有効性
の評価に関する点が、承認の可否を判断する上で
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もっとも重要であることを示しています。このよ

を目指しています。

うなアプローチを取ることで、より焦点を絞った

事前評価相談の実施状況については、平成21年

検討を行ない、承認の可否を早期に判断するため

度は７品目実施し、平成22年度は８品目実施する

に利用したいと考えております。

予定です。これまでに実施した事前評価相談にお

PMDA では、この文書の内容を全審査チームへ周

ける改善点等を整理し、来年後の実施方法につい

知し、審査チームでの判断に役立ております。

て募集方法等を含め変更を検討しているところで
す。

これ以降は、ここにある最近の話題等に関する
平成22年６月９日に、新医薬品の総審査機関短

こと、６つについて説明します。

縮に向けた申請に係る留意事項について、が発出
されています。
この通知では、長期投与試験について、全症例
の６ヶ月間以上の投与が完了したデータを提出す
ることを求めています。
また、申請後の最終報告書の提出の期限は、遅
くとも総審査期間の目標値の６ヶ月までに提出す
ることとしているものの、可能な限り速やかに提
出することが必要としています。
一方で、平成23年度の総審査期間の目標値（中
央値）は12ヶ月となりますが、最終報告書の提出
が申請後かなり遅れた場合や、最終報告書の提出
時期が事前に明らかでなく、提出時の審査チーム
まずは、PMDA では、ドラッグ・ラグ2.5年を平

の業務が繁雑であった場合に専門協議等の開催時

成23年度に、開発期間を延長するｊことなく、審

期が遅れ、結果的に総審査期間の遅延が生じるこ

査期間を短縮するとの目標に向け、その一環とし

とが懸念されます。

て、平成21年度より、開発段階から、品質、薬理、

このような事態を回避する上でも、具体的な最

毒性、及び薬物動態の区分で、有効性及び安全性

終報告書の提出時期について、治験相談をとおし

に関する評価を行うための相談として、申請され

て総合機構と合意しておくことは重要と考えられ

た場合にチーム審査となる品目を対象に事前評価

ます。また、申請前に事前評価相談を行い、審査

相談を実施することとしました。

上の問題点を整理し、申請後の業務の効率化を図

事前評価相談で作成する評価報告書は、申し込

るといったことも考えられます。

まれた相談区分ごとに、相談申し込み後６ヶ月を
目処に、審査報告書の、
「資料の概要」
、
「審査の概
要」に相当する部分をイメージしつつ、相談にお
ける未解決事項を明記し、申請後の議論の効率化
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PMDA では、円滑な審査を行うために、適切なタ

このスライドはお手元にあるテキストを修正し

イミングで申請者との間で審査の進行に関わる情

ております。

報を共有することと致しました。共 有する情報

画面の方をご覧ください。

をまとめて示したのがこのスライドです。医薬品

ゲノム薬理学関連の最近の取組みとして、２つ

の審査プロセスは、申請前相談から始まり、承認

の事項を説明させていただきます。

申請、初回面談、専門協議、部会及び分科会とい

１つ目は、ICH E16ガイドラインとして検討を進

った複数の過程から成り立っておりますが、基本

めてまいりました薬物応答と関連するゲノムバイ

的には検討に時間を要するような課題について

オマーカーの案ですが、本年８月に最終合意に達

は、可能な限り審査プロセスの早期にお伝えをし

しました。このガイドラインの目的は、医薬品開

て、十分な検討を行なえるよう考慮したいと考え

発に関連したゲノムバイオマーカー適格性確認の

ております。例えば、明らかに承認できないよう

ための資料を当局に提出する際の様式を統一し、

な問題がある場合には、申請前相談の時点でお伝

重複した作業を軽減することにあり、ゲノムバイ

えをし、必要な検討を速やかに行なった上で申請

オマーカーに関する規制当局間での検討を促進す

していただきたいと考えています。また、販売名

ることにもつながると考えております。今後、和

を変更する必要性につきましても、初回面談の時

訳等のプロセスを経て年内にも通知される予定で

点など、できるだけ早期にお伝えをして、専門協

す。

議の時点ごろまでには問題を解決したいと考えて

２つ目は、PMDA の対面助言制度の一つとして、

おります。その他、照会事項送付予定や審査順位

平成21年４月から、ゲノム薬理学・バイオマーカ

等の審査の進捗状況につきましても、定期的にお

ー相談という制度を新設いたしました。この制度

伝えをして、適切な社内体制の構築に役立ててい

は、現在既に欧米規制当局で実施されております

ただきたいと考えております。CTD につきまして

バイオマーカーに関する相談制度と同様のもので

は、これまで適宜改訂していただいておりました

あり、医薬品開発におけるゲノム薬理学、バイオ

が、今後は、原則、部会前に１回のみ改訂してい

マーカーの利用に関する一般的な考え方、個別品

ただくこととし、追加で必要な情報等につきまし

目の評価とは関係しないデータの評価や解釈につ

ては、適宜回答の中に含めていただきたいと考え

いて、指導及び助言を行うものです。平成21年度

ております。その他、試行的ではありますが、分

には１件を実施しております。

科会以降の段階では、より合理的で今後の審査等
に資するため、必要に応じ審査時における課題等
について意見交換する場を設けて行きたいと考え
ております。
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次は、バイオ後続品についてです。

こちらがバイオ後続品に関する通知等になりま

まず、
「バイオ後続品とは・・・」ということで

す。昨年の３月４日に発出されました４通知及び

ございますが、

昨年の７月21日に出されました Q&A に加え、今年

国内で既に新有効成分含有医薬品として承認さ

の３月31日に２つめの Q&A が出されております。

れたバイオテクノロジー応用医薬品（以下「先行

Q&A につきましては、今後も必要に応じて、事例

バイオ医薬品」という。）と同等/同質の品質、安

を踏まえ増やしていく予定です。

全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造
販売業者により開発される医薬品のことで、一般
に品質、安全性及び有効性について、先行バイオ
医薬品との比較から得られた同等性/

同質性を

示すデータ等に基づき開発できることとされてい
ます。
なお、ここでいう同等性/同質性とは、先行バイ
オ医薬品に対して、バイオ後続品の品質特性がま
ったく同一であるということを意味するのではな
く、品質特性において類似性が高く、かつ、品質
特性に何らかの差異があったとしても、最終製品
の安全性や有効性に有害な影響を及ぼさないと科
学的に判断できることを意味します。
バイオ後続品の開発では、複数の機能部位から

これは先ほどのスライドで示しました一般原則

構成されるといった複雑な構造、生物活性、不安

を図で示した形になります。
「本の厚さ」イコール

定性、免疫原性等の品質特性から、化学合成医薬

「データ量」をイメージしておりまして、左が先

品と異なり先行バイオ医薬品との有効成分の同一

行バイオ医薬品、右がバイオ後続品となっていま

性を実証することが困難な場合が少なくなく、基

す。
バイオ後続品では、独自に製法を開発した上で、

本的には後発品と同様のアプローチは適用できな

新有効成分含有医薬品の場合と同程度の品質に関

いと考えております。

する資料に加えて、先行バイオ医薬品との品質比
較のデータが必要であり、非臨床・臨床について
は、同等性の検証を基本としたデータパッケージ
が必要となっています。
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能性に関する臨床的評価」と題して ICH E14ガイ
ドラインが通知され、同時に本ガイドラインに関
する Q&A も事務連絡として発出されております。
また、先ほど薬理分野の部分で説明がありまし
たように、「ヒト用医薬品の心室再分極遅延（QT
間隔延長）の潜在的可能性に関する非臨床的評価
について」と題して、非臨床試験に関する ICH S7B
ガイドラインも、同時に通知されております。
これらのガイドラインの目的は、非臨床試験、
及び臨床試験において、不整脈の発生しやすさと
関連した、薬物による心室の再分極遅延の可能性
を評価することです。
最後に、留意点をのべさせていただきます。
「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保の
ための指針」の通知にかかれておりますとおり、
バイオ後続品は部会報告品目となります。
また、CTD 様式で申請していただく必要がござ
います。なお、品質特性に関する同等性/同質性の
評価結果等につきましては、CTD2.3.R に記載して
いただきますようお願いいたします。
海外データの使用は、通常の医薬品申請と同様
でございます。
当面、該当する効能を担当する新薬審査部とバ
イオの品質を担当しております生物系審査第一部
との合同で審査をすることになっております。
なお、バイオ後続品に関する対面助言の申し込

ICH E14ガイドラインの要点についてですが、心

みに際しては、事前相談を利用して、担当部と相

室の再分極遅延は、心電図上の QT 間隔の延長とし

談内容を踏まえ、相談枠の確認をしていただくこ

て計測されることから、薬物による催不整脈作用

とが有用かと存じますので、よろしくお願いいた

の可能性に関する評価においては、心血管系の有

します。

害事象とともに、QT/QTc 間隔に及ぼす作用の調査
が必要です。
ICH E14ガイドラインの適用についてですが、平
成22年11月１日以降に申請される、一部を除く全
ての新医薬品の開発において、QT/QTc 評価試験の
実施が求められることになります。
具体的に、QT/QTc 評価試験が必要とされるの
は、概ね全身に影響を及ぼす新医薬品の開発の場
合ですが、既存の薬剤の効能を追加する場合、曝
露量（つまり、最高血中濃度 Cmax、あるいは血中
濃度時間曲線下面積 AUC）が著しく高くなるよう
な新用量、もしくは新投与経路を開発する場合に
も適用されることがあります。例外としては、体
内分布が非常に限定的な医薬品や、局所的に投与

次に、臨床試験における催不整脈リスクの評価

され、吸収されない医薬品が挙げられ、一部の眼

に関する事項について、説明させていただきます。

科用薬、耳鼻科用薬、皮膚科用薬では本ガイドラ

平成21年10月23日付けで「非抗不整脈薬におけ

インが適用されない場合があります。

る QT/QTc 間隔の延長と催不整脈作用の潜在的可
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討を踏まえて、海外 QT/QTc データを日本人に利用
可能であると判断した場合には、その根拠につい
て、十分な説明が必要です。
海外 QT/QTc データの利用可能性、及び日本人に
おける催不整脈リスク評価としての情報の十分性
は、薬剤の特性等により個別に判断されることか
ら、治験相談の利用をお勧めします。
最後に、PMDA 心血管系リスク評価チームについ
て、ご説明いたします。Ｅ14ガイドラインは新医
薬品に対して分野を問わず適用されることから、
治験相談及び承認審査における対応は、審査チー
ム間で一貫したものである必要があります。その
次に、海外 QT/QTc 評価試験の、日本の承認申請

ため、心血管系リスク評価チームは、審査チーム

時における利用可能性について、説明させていた

横断的なチームとして、平成22年４月に結成され

だきます。昨年10月の ICH E14ガイドラインの日

ました。現在、本チームでは、治験相談及び承認

本での発出以来、本ガイドラインに関する治験相

審査等における、主にＥ14ガイドラインに関連す

談が増加していますが、特に QT/QTc 評価試験の実

る課題について、PMDA として統一的な判断を示す

施の要否及び海外 QT/QTc 評価試験の日本におけ

ように、各審査チームと連携して対応しておりま

る承認申請時の利用については、本ガイドライン

す。

の日本での実施に際して、重要な論点となってい
ます。

（最後に）

具体的には、海外 QT/QTc 評価試験の日本での利

以上、医薬品医療機器総合機構より、新薬審査

用を検討する場合には、まず、Ｅ５ガイドライン

全般に関する事項等の説明をいたしました。

に基づいた、PK の相違等を含む、民族的要因の国

ご清聴ありがとうございました。

内外差の検討が必要です。次いで、そのような検
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6-2.承認申請の記載に関する注意事項（医療用後発
医薬品、一般用医薬品）について
医薬品医療機器総合機構 一般薬等審査部

医薬品医療機器総合機構一般薬等審査部でござ
います。私からは、医療用後発医薬品と一般用医
薬品の承認書の審査業務について説明させていた
だきます。

本日は、スライドに記載しております、３項目
に分けて説明いたします。
時間の関係上ポイントのみお話し致しますの
で、詳細を後ほどテキストで必ずご確認ください。

まずは医療用後発医薬品の審査業務についてで
す。

はじめに後発医薬品の承認申請と審査の流れに
ついて説明いたします。
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後発医薬品の承認申請時にご確認いただきたい
ことですが
１点目は、先発医薬品の再審査期間が終了して
いること。
２点目は、先発医薬品と同等の品質、生物学的
同等性が確保されていること。
３点目は、効能や効果に係る再評価の指定中で
ないこと。補足しますと、３点目の場合は、申請
自体が認められないわけではありませんが、通常
の後発医薬品の承認申請で求められる資料に加
え、再評価申請と同等の資料が必要になりますの
でご注意下さい。

主な承認要件につきましては例年通りの内容と
なります。テキストの記載内容をご確認下さい。

審査は主にこのような流れとなっています。

後発医薬品に該当する区分については、皆様既
にご存じのように、平成21年３月４日付薬食発第
0304004号通知で、こちらに示す区分に変更になっ
ておりますので、ご注意ください。
このスライドには、総合機構内の後発医薬品の
承認審査に係る担当部署を示しました。
お問い合わせがある場合には、各担当部署へご
連絡下さい。
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出来る限り一般的名称を使用した販売名とできな
いかご検討下さい。併せて、既に承認を受けてい
る後発医薬品のブランド名についても、一般的名
称に切替えることをご検討下さい。
承認申請者と異なる別法人の「屋号（会社名等）」
を用いることについては、使用することは可能で
す。ただし、申請時に、屋号の使用に関する契約
書等の写しを提出して下さい。

続いて、承認申請上の留意点についての説明に
なります。

次に製造方法欄について説明いたします。
製造方法に記載すべき事項としては、特に下線
を示した点にご注意ください。

販売名には、原則として、有効成分の一般的名
称を使用して下さい。なお、その際には塩やエス
テル部を省略しないようご注意下さい。
複数の有効成分を含む配合剤は、配合錠や配合
顆粒として下さい。

軽微変更届出への該当性に関する考え方につい
ては、平成22年６月28日及び７月26日付で事務連
絡が発出されましたので、ご確認下さい。

ブランド名で承認を受けている後発医薬品の剤
形違い、含量違い製剤等を申請するに当たっては、
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ては、適切にデータを収集した上で判断して下さ
い。審査の過程で重要工程の設定に関して照会を
行う場合がありますので、その際は申請者が検討
の際に収集したデータ等に基づき十分説明できる
ようにしておいて下さい。
また製造スケールは差し換え時には実製造スケ
ールで記載する必要がありますので、スケジュー
ルを考慮した対応をお願いします。なお、申請時
より、製造スケール等製造方法の変更が生じた場
合は、速やかに審査担当者に連絡してください。

こちらのスライドは、例年通りの内容ですが、
化学合成医薬品の原薬の製造方法については、適
切な出発物質から記載するよう注意してくださ
い。

残留溶媒は、製造工程や溶媒のクラスや残留量
を加味して、製造方法欄の工程管理或いは規格及
び試験方法欄の規格値として設定する必要がない
か検討し、必要に応じて、申請時に根拠資料を提
出して下さい。
プレミックス添加剤の製造方法については、平
成18年12月14日付審査管理課事務連絡Ｑ６にある
とおり、適切に管理しなければ製剤の品質管理に
問題が生じるおそれのある場合等にあっては、審
査の過程で記載を指示される場合があるので、注
意してください。
散剤、内用液剤の分包品は充てん量を記載して
下さい。
プラスチック製の注射剤容器、内用液剤でガラ
ス以外の材質の容器を使用する場合は、それぞれ
に適切な規格を設定してください。

特定の原薬については、既にご存じのことと思
いますが、製造方法の記載簡略化が認められてお
ります。詳細はこちらのスライドおよび通知を参
照してください。

重要工程については漏れなく記載して下さい。
なお、重要工程として設定すべきか否かについ
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キットに関する記載については例年通りですの
で説明を省略します。

承認申請後（審査中）に、新たな製造所の追加
や製造方法の変更が発覚し、取り下げや承認が遅
れたケースがあるため注意してください。ここに
実例を示します。
１．原薬製造業者と製造販売承認申請者間での連
絡不足のケース
２．適合性調査において原薬の供給先が異なるこ
とが発覚したケース
いずれの場合も新製造方法或いは申請書に記載
された製造所による原薬を用いた製剤を再製造
し、その製剤での申請資料の再提出等を求めまし
た。
このケースに限らず、申請時には原薬の製造方
法や製造所について新たな資料の提出を求められ
ることがないか承認書の記載について必ず確認す
る必要が有ります。

原薬の変更等、申請後に、新たな製造所や製造
方法の追加又は変更は受付けられません。後出し
の申請事項がありますと、新規申請の場合には、
所定の時期までに審査が終了できないこと、又一
変申請の場合は、審査終了時期の延長に繋がりま
すのでご注意下さい。その際は、承認取得後に一
変申請又は軽微変更届にて対応することを検討し
て下さい。ただし、やむを得ない事情がある場合
には、審査担当者にご相談下さい。
また、許可（認定）に関する情報は、誤った情
報が記載されていると承認施行できませんので、
申請時および差し換え時には再度確認して下さ
い。

次に、一変申請上の留意点も例年通りの内容で
すので、説明は省略します。
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こちらのスライドでは、一変申請により対応す
べき事例であるにも係わらず、軽微変更届により
対応されていた事例を挙げております。
説明は省略いたしますが、テキストをご確認の
上、適切な手続きを行ってください。

こちらと次のスライドでは、新旧対照表の記載
例を示しております。変更がある大項目について、
下線や備考欄等を用い、変更点が明確になるよう
に記載して下さい。前回の承認から軽微変更届に
より変更した箇所がある場合は、変更内容が確認
出来るように工夫して下さい。なお、変更がない
箇所については一部省略することも可能ですが、
製造方法欄については、少なくとも連番及び製造
所名は省略せずに記載するようお願い致します。

一変申請中の一変申請の留意点についての説明
は省略しますので、後程ご確認下さい。

続いて、後発医薬品承認申請時の添付資料につ
いて説明します。申請時に必要な添付資料が提出
されていない場合は、申請要件を満たしていない
ものとして、取り下げの対象となるため注意して
ください。
製剤学的に特に工夫されたものについては、製
剤設計/製剤開発の経緯に関する資料として、処方
設計、添加物の選択理由・配合目的、製造工程に
関する説明、容器及び施栓系等についても、必要
に応じご提出ください。
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資料の不備は審査の遅延につながります。

軽微変更届出後の一変申請についての説明は省
略しますので、後程ご確認下さい。
ここからのスライドでは、添付資料の作成にお
ける留意点を説明します。先ず、原薬に関する資
料です。
原薬に関する資料は、原則、製造販売承認申請
者が提出して下さい。なお、MF 添付資料を利用す
る場合は、申請時の添付資料にその旨記載してく
ださい。その場合、MF 添付資料の内容が適切であ
るか製造販売承認申請者で確認しておいてくださ
い。
その他、資料を省略する場合には、申請時にそ
の根拠となる資料を提出してください。
原薬の類縁物質や残留溶媒に関する資料は、規
格の設定の如何に関わらず、必ず提出して下さい。
続いて、規格及び試験方法に関する資料の取扱
いについてです。不純物及び残留溶媒に関しまし
ては、規格の設定の有無に関わらず、必ず資料を
提出して下さいますよう、お願いいたします。

次に規格及び試験方法に関する資料についてで
すが、製剤に関しては例年通りの内容です。
なお、添付資料データの信頼性については、書
面適合性調査において液体クロマトグラフィーの
チャート等により整合性の確認をしていますが、
同一性調査時においても、申請書に規定された試
験方法で実際の測定が可能かどうか等を確認する
ため、代表的なチャートと計算例等を添付資料と

こちらに、新規申請時及び一変申請時における
留意点を挙げました。時間の関係上、１つ１つ説
明いたしませんが、どの点についても資料として
十分か、必ずご確認して提出してください。添付
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して求めています。この場合のチャートとしては、
実際の測定可能性等を確認する視点から、出力し
たチャートを出来るだけ加工していない表示のも
の、ピーク面積や，できれば日付も確認できるも
のをお願いしております。同一性調査においても、
この趣旨を踏まえた照会がされることがあります
のでよろしくお願いいたします。

注意下さい。

安定性に関する資料については、スライド35か
ら38、および平成20年１月９日通知を踏まえて作
成していただきますようお願いします。
なお、一般的名称は同じであるものの結晶多形
が存在する原薬において、先発医薬品と異なる結
晶形を使用する場合、製剤としての品質・有効性・
安全性が先発医薬品と同等であることを示す必要
があります。これらを十分に説明できる資料とし
て長期保存試験結果等が求められる場合がありま
す。

次に、安定性に関する資料の取扱いについて説
明します。
安定性に関する資料は、申請区分に応じた資料
を提出してください。提出を要しないとされた場
合についても、確認するべきものについては、適
切に収集して下さい。特に、長期安定性試験につ
いては、承認後も適切に確認して下さい。
なお、安定性試験の取扱いについては、後程ご
説明いたします。

規格違い製剤を追加するための承認申請では、
原則として、新規承認申請で通常求められている
安定性試験を実施する必要があります。省略する
理由が合理的でなく、追加試験を余儀なくされる
事例が少なからず見られるためご注意下さい。ま
た、承認申請時に安定性試験継続中とされている
ものを除き、試験成績の後出しは認められません。
添付溶解液に関する添付資料は、原則、実測値
及び安定性試験成績の提出は必要です。ただし、
日局注射用水と日局生理食塩水は一部取り扱いが
異なりますので、ご留意ください。

新規申請、一変申請の安定性に関する資料につ
いては、例年通りの内容です。
処方変更や容器の変更等、旧法下から安定性試
験結果の提出を求めていた変更事例については、
従来のとおり資料の提出が必要となりますのでご
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続いて、安定性試験の取扱いについて、ご説明
いたします。
基本的には、保存により影響を受け易い測定項
目及び品質、安全性又は有効性に影響を与えるよ
うな測定項目について、適切に実施されている必
要があります。

続いて、生物学的同等性に関する資料について
ご説明いたします。
近年予試験の説明が十分になされていない資料
が見受けられます。予試験は、同等性の確認を目
的とした試験ではなく、プロトコールの妥当性を
検証する試験となります。従って本試験症例数に
ついては予試験の結果に基づき設定してくださ
い。また新たに行う例数追加試験の症例数につい
ては本試験の結果に基づいて適切に設定してくだ
さい。予試験のみで同等性を証明する場合は、プ
ロトコールの妥当性を十分に検証、説明した上で、
同等性を判定するようお願いいたします。
また、少数例ではございますが、不適切な評価
方法や判定方法が採用された申請を目にします。
具体的には、プロトコールに規定されていない試
験の実施や判定方法の採用など、都合よく勝手な
解釈が行われ、あたかも同等性が得られたという
結論に導かれたものが実在いたします。同等性試
験の評価方法は、あらかじめ試験計画書で規定し
ている方法により判定してください。
次に、併合解析についてですが、例数追加試験
を行うか、予試験のデータを例数追加試験のデー
タとして利用するのかは、本試験を始める前にプ
ロトコールに定めてください。不適切な事例とし
て、プロトコールに予試験及び例数追加試験のど
ちらのデータでも併合できるように記載されてい
る事例や、試験計画書に規定されていない試験で
併合解析を実施している事例があります。

繰り返し回数についてですが、原則、３ロット
につき、それぞれ３回行ってください。ただし、
分析法バリデーションにより適切な試験法が設定
されている測定項目であって、かつ、測定法のば
らつき等を考慮した結果、繰り返し回数を減らし
ても安定性が適切に評価できる場合には、繰り返
し回数を減らすことができます。
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残存量試験が皮膚薬物動態学的試験の代替試験で
ある以上、標準製剤及び試験製剤の角層中薬物濃
度プロファイルを確認し、設定する必要がありま
す。
「局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物
学的同等性試験ガイドライン Q&A」のＱ24もご参
照ください。
その他、同等性試験の判定結果が基準から外れ
たケースでも、同等性を有すると位置づける場合
には、科学的に根拠のある説明をして下さい。十
分な説明ができない場合には、当該資料をもって
の申請は控えていただきますようお願いいたしま
す。
また、内因性の物質量等を評価項目とする場合
は、薬剤投与前後の差を評価してください。

このスライドでは、平成18年11月に発出されま
した、含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等
性ガイドライン、及びその Q&A のＱ10で示された
同時申請における留意点をまとめました。
本ケースにおける、低含量製剤の申請では次の
点に留意して下さい。
その他備考欄には、１に示した内容を記載して
下さい。
２．溶出性に関しては、溶出率が判断基準とな
るため、標準製剤と試験製剤の含量を同一とする
必要がないことに留意して下さい。
３．原則として、高含量製剤を標準製剤とする
が、安全性上の問題がある場合等、妥当な理由を
説明できる場合には、低含量製剤を標準製剤とす
ることができるので留意してください。

ここからは、承認申請に関わる一般的な留意事
項を説明します。

局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学
的同等性試験ガイドライン、残存量試験において
「製剤適用時間は用法に従うか、又は、角層中薬
物濃度が定常状態にあるとみなせる一定時間まで
とする」と示されていますが、用法において適用
時間が規定されている場合、その範囲内の適切な
時点を製剤適用時間とし、同等性の評価を行う必
要があることに留意してください。適切な時点は、
― 76 ―

後発医薬品に承認条件が付くケース及びその際
の留意点について説明します。
先発医薬品に未解決の承認条件が付いている場
合は、後発医薬品にも同様の承認条件が課されま
す。

MF 登録事項のうち、審査が行われるのは、原則
として、製造販売承認申請に用いられる項目のみ
であり、全登録情報が審査されるわけではありま
せん。
MF の登録内容は、その MF を引用した製剤の申
請があった場合に、その都度行われます。つまり、
以前に当該 MF の審査が他製剤の申請において行
われたとしても、新たにその時の科学水準等によ
り何度でも審査が行われますのでご注意下さい。

例えば、特定の効能・用法の有効性・安全性に
対する市販後調査や臨床試験成績の実施等が求め
られますのでご注意ください。

次に、標準的事務処理期間、いわゆるタイムク
ロックの考え方について説明します。
タイムクロックとは、承認審査上、審査当局側
が審査に費やすことができる一般的な持ち時間を
表します。
不要な照会や差換えなどは、承認の遅延に繋が
るため、申請内容に不備が無いように十分留意し
た上で申請して下さい。
MF を含む、原薬部分に係る照会期間中について
も、製剤部分の審査の進捗の如何に関わらず、タ
イムクロックが停止します。MF を引用する場合、
MF 登録者への照会期間についても、製剤の承認申
請者側の消費期間となります。

15局第二追補の制定に伴う取り扱いについてご
説明いたします。基本的には従来の日局制定に伴
う取り扱いと同様ですが、精製ヒアルロン酸ナト
リウムについては、基原及び平均分子量を成分分
量欄に記載する必要があることにご注意くださ
い。

次に、簡易相談事例について説明いたします。
日局に収載された製剤の試験項目の承認書への規
定について、日局と重複しない項目について規定
を残す必要があるのか、あるいは既承認の試験項
目に関わらず、日局の通りに変更することで問題
ないのか、という相談です。
このような場合は、必ずしも承認書への規定は

次に、MF の登録情報を用いる場合の「現時点」
での取り扱いや留意点について説明します。
MF の審査中に、登録者が自らの意志に基づく変
更登録を行う予定がある場合には、審査に支障を
来す恐れが生じますので必ず事前に審査担当者に
ご相談下さい。
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必要ではありませんが、品質管理上重要と考える
規格試験であれば承認書への規定がより好ましい
ため、各社にて適切に判断していただきますよう
お願いいたします。

最近発出された事務連絡として、平成22年６月
28日付審査管理課事務連絡「軽微変更届出の範囲
の明確化に関する検討結果について」及び平成22
年７月26日付審査管理課事務連絡「医薬品等の規
格及び試験方法に係る変更等に関する質疑応答
（Q&A）について」があります。
このような変更を行う場合は、各事例を参考に
し、適切な変更手続きを行ってください。
医療用後発医薬品の審査業務に関するご説明は
以上になります。
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続きまして、一般用医薬品の審査関連業務につ
いて説明致します。

区分変更のポイントについては、既に何度か説
明をしていますので、詳しい内容は省きます。

始めに、申請区分について説明いたします。
平成20年10月に審査管理課から通知が発出さ
れ、申請区分が従来の４区分から８区分に改定さ
れました。平成21年１月から実施されています。
このスライドは区分１～４までを示していま
す。

配合剤の考え方について説明いたします。
区分(6)は、リスク分類において第一類及び第二
類に該当する成分の配合割合が既承認品目と異な
る製剤が該当します。
区分(7)－①は、区分(6)に該当しないもののう
ち、「薬効に直接関わる成分」同士の組み合わせ、
又は「薬効に直接関わる成分」と「作用緩和で薬
効に直接関わらない成分」の組み合わせが既承認
品目と異なる製剤が該当します。なお、
「作用が緩
和でない成分」、言い換えると「作用の強い成分」
は、申請区分の考え方では「薬効に直接関わる成
分」と同等の扱いとなります。
区分(8)は上記以外の製剤となります。つまり、
有効成分の組み合わせが既承認品目と同一である
製剤、
「作用緩和で薬効に直接関わらない成分」同
士の組み合わせのみが既承認品目と異なる製剤、
承認基準適合品目が該当します。

このスライドは区分５～８までです。
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次に、配合剤の添付資料について説明いたしま
す。
区分(6)は、比較的リスクが高い成分の新規配合
剤であるため、原則として臨床試験が必要です。
この区分に該当する製剤の申請は特に配合意義を
明確に示す必要があります。
区分(7)－①で「薬効に直接関わる成分」同士の
組み合わせが異なる製剤では、当該成分が同種の
薬理作用である場合は、臨床試験が必要となりま
す。当該成分が異種の薬理作用である場合は、薬
理作用の増強がないことを客観的なデータにより
示すことが必要となります。

承認申請に際し添付すべき資料については、通
知により申請区分ごとに示されていますが、それ
はあくまでも目安であることにご留意ください。

調査に手間取らないためにも、申請時には、次
のスライドに示すような前例一覧表を必ず添付し
てください。
なお、手数料と申請区分について、それぞれ別
の前例表を示していただく必要はなく、前例表は
共通とすることでも差し支えありません。

区分(7)－①で「薬効に直接関わる成分」と「作
用緩和で薬効に直接関わらない成分」の組み合わ
せが異なる製剤では、資料概要のイ項等で配合の
妥当性について説明する必要があります。
また、区分(8)では、同一処方又は有効成分ごと
の組み合わせを示した前例表を提出する必要があ
ります。
以上、もし判断に迷う場合等は、簡易相談を活
用し、事前に区分をご確認いただければと思いま
す。
これが、手数料・申請区分前例一覧表の記載例
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です。
申請時もそうですが、簡易相談等でも前例を示
す場合はこのような表をご提出ください。なおそ
の際、リスク分類を忘れずに記載してください。

また、緊急的な措置となることから、いわゆる承
認前例として取り扱わない」とされましたので、
類似品目の申請を検討される場合には充分にご留
意ください。

配合割合の前例について、手数料と申請区分の
共通事項はここに示すとおりですのでご確認くだ
さい。
１番上の項目で、前例となる医薬部外品は、OTC
から移行した品目に限りますので、ご注意くださ
い。
手数料区分では、原則として前例と効能・効果
が異なっていても差し支えありません。よって、
手数料と申請区分の前例表を分ける場合には、手
数料前例表に効能・効果を記載する必要はありま
せん。

また、同通知に従って医療用と一般用の効能・
効果等を区別された医薬品については、平成22年
４月１日付薬食審査発0401第10号審査管理課長通
知により、その承認書をそれぞれに分割するため、
一般用は新規申請を行うこととなりました。
このため、一般用として新たな承認番号が付さ
れ、販売名も変更されますが、これらの品目につ
いても、従来通り承認前例として取り扱いません。

ミノキシジル又はニコチンを有効成分として配
合する製剤は、安全性確保等の観点からヒトでの
同等性を検証する必要があり、生物学的同等性に
関する資料が必要となります。同等性が示されれ
ば、区分(8)として取り扱われます。
現在はこの２成分ですが、今後増えれば通知等
でお知らせいたしますので、ご留意ください。

いわゆるマル42品目の前例としての取り扱いに
ついて説明いたします。薬事法改正に伴い、平成
20年８月１日付け審査管理課長通知により、昭和
42年の基本方針制定前の承認品目の効能・効果等
が一般用医薬品として適当なものに整備されまし
た。これらは薬食審一般用医薬品部会において「承
認基準及び再評価とは異なる取扱いとなること、
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配合剤を安易に作ることは、その意義を使用者
に説明することが困難であり、その結果、今後ス
イッチ化に支障を来しかねません。当然、有用な
配合剤はこれまで通り審査を進めますが、妥当性
の認められないものは、承認は困難ですので、改
めて充分ご留意いただきますようお願いいたしま
す。

既承認の医療用及び一般用の徐放性製剤と、成
分・分量、用法・用量、効能・効果は同一で、徐
放化機構のみが異なる製剤を申請する場合、申請
区分は(3)－②又は(5)－③に該当します。また、
既承認の一般用医薬品と、徐放化機構も含めて同
一であり、溶出特性・薬物動態が同等である製剤
を、再審査又は PMS 終了後に申請する場合、申請
区分は(7)－②に該当します。
スイッチ OTC の承認審査において、情報提供を
充実させ、適正使用を担保するために、従来から
薬局・販売店向けあるいは使用者向け情報提供資
料の充実を求めているところです。その際、平成
17年６月30日付け薬食発第0630001号通知の別添
「患者向け医薬品ガイドの作成要領」を参考にわ
かりやすく作成していただくことになりましたの
で、ご留意ください。

配合剤についてですが、申請においては、確固
とした配合理由をデータ等で明確に示していただ
く必要があります。
特に新規性の高い配合剤を申請する場合や、有
効性が高く、また安全性に対しても慎重な配慮が
求められる成分に、新たな成分を組み合わせる場
合には、その意義を充分に説明いただくと共に、
例えば既存製剤を上回る有効性、安全性などを、
精密で客観的なデータ等で示していただく必要が
あります。
例えば、１つの有効成分で医療上効能効果を謳
えるにも関わらず、他の成分を配合する製剤の場
合、その成分が必要ないと判断されれば、たとえ
安全性に大きな問題がないとしても、承認するこ
とはできません。

製造販売後調査（PMS）は製造販売開始後に定め
られた期間行うため、通常承認日と調査開始日は
一致しません。報告書の提出は、承認日を起点に
１年毎であるため、例えば３年の期間の場合、開
始日が異なると４回必要になります。なお、正確
な開始日を把握するため、報告書を提出する際に
は備考欄に製造販売を始めた日を記載していただ
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くようお願いいたします。

生薬など、薬局製造販売医薬品の製造の用に供
される原薬たる医薬品の範囲は、当然ですが薬局
製剤指針に収載されているもののみとなります。
範囲外は認められないため、十分確認の上申請し
て下さい。

前のスライドでも申し上げましたが、PMS 終了
日は、承認後３年ではなく、原則として製造販売
後３年です。その期間中は、申請区分及び手数料
は前例と同じとなり、添付資料は同等以上のもの
が必要となります。なお、誤った区分で申請され
た場合、保留はできず、取り下げを行う必要があ
りますので、ご注意ください。

眼科用剤の添加物とする成分が微量記載可能な
0.1％以下であっても、それを超える前例がなけれ
ば新添加物に該当します。また、微量記載とする
場合は、成分及び分量又は本質欄のテキスト欄に
配合量の上限を明記して下さい。
また、香料を眼科用剤に配合することは、原則
として認められませんので、ご留意下さい。

口腔内で溶解するフィルム状製剤については、
フィルム状とする必要性及び妥当性について説明
できない場合は認められません。また、特殊な剤
形であることから、承認基準内成分からなる製剤
であっても厚生労働大臣宛申請としてください。
安全性に関し、小児への適用は原則として適切
でないと考えます。また、溶解性等をもとにして
本剤が咽喉につまらないことや、口腔内や気道等
に一定時間吸着した場合の安全性等を十分に担保
する必要があります。
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最近、ソフトコンタクトレンズへの適用を有す
る承認基準内の一般点眼薬が承認され、他にも、
同様の製剤の申請が増えてきています。
しかし、承認された製剤が適正に使用されるこ
とが確認できるまで、この範囲を外れる品目の承
認審査は慎重に行うべきと考えており、当分の間
は一般点眼薬承認基準の範囲内としてください。
なお、抗アレルギー、抗菌成分を含む点眼薬で、
現在認められているコンタクトレンズへの適用を
超える申請については、コンタクトレンズの装着
自体が原疾患を増悪させる恐れがあるため、承認
は困難と考えています。

各種ソフトコンタクトレンズへの使用が適切で
あることを証明する資料は、原則として、平成11
年３月31日付医薬審第645号通知に示されている
各種レンズ（グループⅠ～Ⅳ）について提出する
必要があります。
現在は、加えてシリコンハイドロゲルレンズに
ついても、資料の提出を求めています。

日本薬局方に収載された漢方エキスの実測値の
提出は不要です。ただし、それ以外の漢方エキス
については従来通り提出してください。満量処方
でないエキスの実測値も15局に準ずる規格を設定
する場合は提出不要です。また、局方収載エキス
の場合、備考欄に出典の記載は必要ありません。
スライドにはありませんが、
「一般用漢方処方の
手引き」に収載されている出典はあくまで一例で
あり、たとえそれとの配合比率等が異なっていて
も、他に出典等があれば、当然その処方に該当し
ます。平成20年９月30日付け薬食審査発第0930001
号審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の
制定について」における成分分量の範囲から外れ
ている場合も同様です。

一物多名称品目の適合性調査は、平成17年３月
30日付け薬食審査発0330006・薬食監麻発0330005
号通知にある通り、一括して GMP 適合性調査申請
を行うことが可能です。
ただし、新規申請と同時に申請する場合は、原
則として、全ての品目の適合性調査を「有」とし
てください。
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一変申請時の注意事項として、２点目ですが、
GMP 適合性調査を受ける場合は、変更の有無に関
わらず製造所を設定し、適合性調査を「有」とし
て下さい。また、適合性調査申請提出予定先の記
載漏れが見受けられるため、忘れずに記載して下
さい。

製造工程図における留意点をスライドにお示し
しましたので、後でご確認下さい。

代替新規品目を前例として新規申請される場合
で、その前例の承認書の写しが提出可能な場合に
は、それを提出してください。
特に、その前例が迅速審査で承認された品目で
ある場合には、必ずその旨をお知らせください。

一物多名称の新規申請で親品目と異なる事項が
承認された後、親品目の承認内容を合わせる際、
当該事項が軽微変更の範囲を逸脱する場合には必
ず一変申請を行ってください。一物多名称で承認
されたことをもって、親品目での変更を軽微変更
届で対応することは認められませんので、ご注意
ください。

簡易相談は、相談件数及び内容は、相談時間で
ある15分間に応じた分量としてください。多すぎ
る場合、事前に質問の量を制限していただくこと
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触する恐れがあります。場合によっては判明した
時点で相談自体をその場でキャンセルせざるを得
ないこともありますので、充分にご注意いただき
たく思います。

があります。
前例表には必要なもの以外は示さないでくださ
い。また、示された全ての前例について、作業時
間の関係で記載内容が正しいかは確認していませ
んので、ご注意ください。

次に、一般用医薬品に関する相談制度の留意事
項について説明いたします。
スイッチ OTC を含め新規性の高い OTC の開発を
より一層促進し、幅広い相談ニーズに応えるため
に、従来の新一般用医薬品の申請前相談を廃止し、
平成22年６月１日から新相談制度を試行的に開始
いたしました。
対象品目は主に申請区分(1)から(7)－①に該当
する医薬品で、相談は内容に応じてスライドにあ
る３区分を設定しています。

回答内容は事前に内部での確認が必要なため、
その場での急な質問に応じるのは困難であること
をご理解ください。さらに、結果要旨確認依頼書
には、原則として当初の相談に対する機構の回答
のみを記載してください。

簡易相談を受けた品目を申請する場合には、審
査を迅速に行うためにも、申請時にその情報、例
えば相談結果が確認された確認依頼書などを全て
提出してください。
また、事前に厚生労働省や都道府県に相談して
いる場合、相談申込み時にその旨を記載してくだ
さい。
さらに、相談依頼者以外に共同開発先の担当者
等が同席する場合には、予約時に全員の所属等を
明らかにしてください。現在、機構では企業出身
者は出身企業に関する業務は行えない規則になっ
ており、事前に所属がわかりませんと、規則に抵

それぞれの相談区分に対応する手数料及び実施
日はスライドに示したとおりです。なお、表の相
談区分１と２につきましては、試行期間中は対象
範囲を制限しています。既に今年度の申し込みは
終了していますが、来年度以降の実施内容等につ
いてはまた改めてご案内する予定です。
相談区分３については随時、申込を受け付けて
いますが、事前に、日程の調整等の打ち合わせを
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で下さい。

行います。なお、相談の申し込み先は審査マネジ
メント部です。

相談時の出席人数は１相談につき、10名以内と
して下さい。また、相談区分１では、相談事項の
概略についてプレゼンテーションをお願いします
のでご留意下さい。さらに各区分での相談終了後、
相談者に内容を確認の上、機構においてポイント
を簡潔に整理した要旨を作成し、相談者に伝達い
たします。

必要な提出資料は、相談区分１では、申請書添
付資料概要に相当する資料を提出して下さい。な
お、その資料には必ず海外の承認内容、安全性に
関する情報、類薬の状況に関する資料を盛り込ん

次に、相談区分２では、最新の治験薬の概要、
治験実施計画書案を提出して下さい。
相談区分３では、製剤の概略に関する情報、有
効成分に関する医療用での承認内容に関する情
報、一般用での類薬の状況に関する情報、新添加
物の場合はその概略に関する情報、その他相談内
容に関連するデータ等を必要に応じて適宜判断
し、提出して下さい。なお、これら提出資料につ
いては相談日よりも事前に提出していただくこと
となります。

以上で説明を終わらせていただきます。ご静聴
ありがとうございました。
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