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 皆様、おはようございます。日薬連 薬制委員会の委員長をしております、アステラス製薬の市原でござい

ます。 

 本日の「医薬品製造販売業等管理者講習会」の開催にあたり、主催者を代表しまして一言ご挨拶を申し上

げます。 

 

 先ずは、本日、このように大勢の方にご出席をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。皆様方が、

薬事法の改正等、医薬品行政に大いに注目されていることの現れだろうと思います。 

 

 医薬品産業を取り巻く環境は、改めて申し上げる迄もございませんが、今まさに大きく変化しようとして

います。 

 薬事法改正法案は本年 5 月に通常国会に提出されました。6 月に会期末を迎えたこの通常国会では、皆様

ご承知のとおり、継続審議とされました。そして、今まさに開かれております臨時国会での審議、成立が見

込まれています。 

 医薬品・医療機器等に係る安全対策の強化 

添付文書の届出義務が創設されます。 

 医療機器の特性を踏まえた規制の構築 

医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大がなされます。 

 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築 

再生医療等製品の条件・期限付承認制度が創設されます。 

 法案の詳細説明は省略いたしますが、薬事法の構成、章立てから、大きく変わることになります。施行は

公布から 1年以内とされています。 

 

 また、薬事法の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める

とされています。略称は「医薬品、医療機器等法」です。 

 私、個人といたしましては、何らかの形で「薬事」という言葉が残ってほしいなぁ、と願っているところ

でもあります。 

 

 薬事法等の改正だけではありません。 

 皆様、ご案内のとおり、本年 6月には日本再興戦略が閣議決定されました。「成長への道筋」に沿った主要

施策の 1つとして「健康長寿産業を作り、育てる」が挙げられています。 

 

 また、同じく 6月の「健康・医療戦略」では 3つの基本理念が示されました。 

● 健康長寿社会の実現  ● 経済成長への寄与  ● 世界への貢献 

そのための戦略も示されています。 

 

 「医薬品産業ビジョン 2013」でも具体的な施策等が示され、「我が国を真に魅力ある創薬の場にすること

を目指す」とされています。 

開会の挨拶 

日本製薬団体連合会薬制委員会
委員長 市原 正人
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 私たちを取り巻く環境は大きく変わっていこうとしています。これらの点に関しましては、本日の講習会

の中でもご説明いただける部分もあろうかと考えております。 

 

 法改正に伴う新たな制度や規制、戦略やビジョンに伴う新たな施策、これらに伴う各種運用通知等が今後

数多く発出されることが予想されます。 

 薬制委員会といたしましては、制度や運用の改正・変更に際しまして、 

 厚生労働省の担当の方々や PMDA の方々と意見交換をさせていただき、   また、 

 安全性委員会や品質委員会とも連携を密にして、 

 そして、皆様方が、制度や運用の改正・変更に適確に、タイムリーに対応できるよう、委員会活動をして

いく所存です。 

 

 本日の講習会が皆様方の業務の一助となりますことを祈念いたしますとともに、日薬連 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あげまして、挨拶の言葉とさせていただきます。 

 

本日は宜しくお願いします。 
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 PMDA の次期計画等についてお話しさせていた

だきたいと思います。 

 

 

 

 本年６月、いわゆる成長戦略としまして、政府

が閣議決定により打ち出した「日本再興戦略」の

中で、「PMDA の強化」が明確に示されています。 

 この「日本再興戦略」では、革新的医薬品・医

療機器、再生医療製品の実用化の促進、具体的に

は「審査ラグ「０」の実現」や、開発ラグ解消に

資する「薬事戦略相談の拡充」、さらには「医療情

報データベース基盤整備事業の拡充」が掲げられ

ておりまして、これらの実現に必要な PMDA の強化

を図ることとされております。 

 また、同じく本年６月に関係大臣申し合わせと

して「健康・医療戦略」が打ち出されましたが、

こちらでも「日本再興戦略」と同様に、PMDA の強

化が掲げられております。 

 さらに、革新的医療機器や再生医療製品の実用

化促進及び安全対策強化などを目指した薬事法改

正案などの関連法案を現在、国会に提出している

ところでもあります。 

 以上をふまえまして、「日本再興戦略」などに掲

げられた PMDA の体制強化を中心に、考え方や方向

性をご説明致します。 

 見直し当初案の基本方針としましては、先ほど

申し上げました「日本再興戦略」などに掲げられ

た革新的医薬品等の実用化促進のための取組とそ

のための PMDA の体制強化を中心に検討すること

としており、あわせて必要な事務や事業の見直し

を行うとの方針でございます。 

 

 

 

 ここからは、業務ごとの事務・事業の見直しに

ついてのスライドをお示ししております。 

 まずは、健康被害救済給付業務になります。 

 健康被害救済制度の広報については、認知度調

査結果の分析を踏まえ、これまでは「一般国民の

制度に係る確実認知度を10％以上とする」との目

標設定でしたが、今後は、一般国民の「名前は聞

いたことがある」及び医療関係者の「知っている」

の割合の増加を図ることとしております。 

1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の次期計
画等について 

審査管理課
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 また、請求事案の迅速な処理についても、デー

タベースやシステムの活用により引き続き努力し

ていくこととしております。 

 

 

 

 こちらは、審査等業務に係る見直し当初案にな

ります。 

 先ほどご説明した「日本再興戦略」などで掲げ

られている「2020年までの医薬品・医療機器の審

査ラグ「０」実現に向けた施策の充実」としまし

ては、再生医療製品、医療機器を含め革新的な製

品の開発・評価方法を確立し、迅速かつ適正な審

査を行うこととし、特に、医療機器については、

薬事法改正案を念頭に置きつつ、審査や相談等の

さらなる充実に努めることとしております。 

 また、開発ラグ解消の支援に向けた施策の充実

としまして、薬事戦略相談などの相談業務を拡充

することとしており、本年10月に発足した PMDA

関西支部においても、今月より薬事戦略相談を実

施しております。薬事戦略相談の概要については、

後ほどご説明します。 

 なお、PMDA 関西支部では、GMP 調査も実施する

予定になっております。 

 

 

 

 再生医療の実用化支援としましては、 

 １点目として、薬事戦略相談室、生物系審査部

門などの体制強化を図ること、 

 ２点目として、京大 iPS 細胞研究所との連携強

化、 

 ３点目として、細胞培養加工施設の製造管理や

品質管理の基準適合性を調査する体制の整備、 

 ４点目として、市販後に再生医療製品の全ての

例について有効性や安全性の情報を収集するため

の「再生医療製品患者登録システム」の開発に向

けた議論をすすめることとしております。 

 また、審査・相談の質の高度化としましては、 

１点目として、科学委員会を含め高度な知見を有

する外部専門家を活用し、最新の科学的知見を踏

まえて先進的分野の審査・相談に対応する。 

 ２点目として、連携大学院や医工連携拠点を含

む大学等との人材交流を促進し、各種ガイドライ

ンの策定により革新的な製品の開発・評価方法の

確立を進める。 

 ３点目として、PMDA 自らが臨床データなどを活

用した解析や研究を推進する体制の構築をすすめ

ることとしております。 

 そのほか、難病や希少疾病などへの対応として

の取組の促進や、さらなる国際化への対応もこち

らのスライドにおいて示しております。 

 

 

 

 続きまして、安全対策業務に係る見直し当初案

になります。 

 １点目としまして、新たに導入された医薬品リ

スク管理計画に基づく相談・監督体制の強化や充

実を図ることとしております。 

 ２点目の市販後情報収集体制の強化としまして

は、薬事法改正案において、副作用報告収集窓口

が PMDA に一元化されることとされていることか

ら、これを迅速かつ総合的な評価や分析につなげ
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ます。 

 また、前中期計画期間中に試行開始された患者

副作用報告を本格的に運用します。 

 ３点目の安全対策の高度化としましては、医療

情報データベース基盤整備事業を拡充し、早期に

一千万人規模のデータを蓄積できるよう、データ

収集の拠点となる病院の拡充や地域連携の推進を

図ることとします。 

 

 

 

 こちらは、組織・運営の見直しに係る見直し当

初案になります。 

 各業務の事務・事業のところでもご説明した体

制強化に加え、そのために必要な戦略的な人材確

保のあり方について、検討を行うこととしており

ます。 

 また、再掲となりますが、PMDA 関西支部の対応

についても示しております。 

 

 

 取引関係の見直しにつきましては、コストの削

減・透明性の観点から、政府の定める計画などに

基づく取組を引き続き推進することとしておりま

す。 

 また、人件費・管理運営の適正化につきまして

は、優秀な人材を確保する上での競争力を考慮し、

適正かつ効率的な職員の給与水準の設定などの検

討を行うこととしております。 

 PMDA の役割にふさわしい財政基盤の検討につ

きましては、財源の安定的な確保に努めることに

加え、PMDA の審査業務が広く国民の生命・安全に

関わるものであることから、その財政基盤につい

ても検討を行うこととしております。 

 以上、PMDA の次期計画等について、ポイントを

ご説明させていただきました。 

 ありがとうございました。 
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 薬事法改正についてお話しさせていただきたい

と思います。 

 

 
 

 まず、このスライドでは、薬事法改正法案の概

要についてご説明いたします。 

 今年の５月24日に薬事法改正法案が通常国会に

提出されました。 

 主な改正事項としては、大きくわけますと次の

３点になります。 

 １点目として、医薬品、医療機器等に係る安全

対策の強化、 

 ２点目として、医療機器の特性を踏まえた規制

の構築、 

 ３点目として、再生医療等製品の特性を踏まえ

た規制の構築になります。 

 本日は、これらの概要について、ご説明致しま

す。 

 

 
 

 このスライドは、医薬品、医療機器等に係る安

全対策の強化をお示ししています。 

 改正事項の概要をご説明致します。 

 １点目は、添付文書の位置づけ等の見直しにな

ります。 

 医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づ

いて添付文書を作成、または改訂し、その記載事

項について厚生労働大臣に届け出ることとしてお

ります。 

 ２点目として、薬事法の第一条の目的に、保健

衛生上の危害の発生及び拡大防止のため、必要な

規制を行うことを明示することとしております。 

 ３点目として、医薬品等の品質、有効性及び安

全性の確保等のため、関連事業者、医療従事者な

どの役割を明確化しております。 

 それぞれの役割としまして、「関連事業者」には、

相互間の情報交換その他の必要な措置を講じるこ

とを、「医療関係者」には、医薬品等の適正な使用

に関する知識と理解を深めるとともに、患者など

に対して当該事項に関する正確かつ適切な情報提

供に努めることを規定しております。 

 また、「国民」に対しても医薬品等の適正な使用

に努めるとともに、これらの有効性及び安全性に

関する知識と理解を深めるよう努めることを規定

しております。 

2. 薬事法改正について 

審査管理課
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 ４点目として、医療機関から厚生労働大臣への

副作用等の報告について、製造販売業者からの報

告と同様に、医薬品医療機器総合機構に報告し、

情報の整理などを行わせることができることとし

ております。 

 

 
 

 このスライドは、医療機器の特性を踏まえた規

制の構築をお示ししています。 

 改正事項の概要をご説明致します。 

 １点目として、医療機器の製造販売業と製造業

については、医薬品等と章を区分して規定し、 

 ２点目として、薬事法の名称について、医療機

器を明示することとしております。 

 ３点目として、民間の第三者機関を活用した認

証制度を、認証基準を定めた上で、高度管理医療

機器にも拡大することとしております。 

 対象になるのは主にクラスⅢの後発医療機器で

して、認証基準の作成に当たっては、長年にわた

って使用されており、技術的評価の作成が可能な

ものや国内の承認基準や ISO などの国際基準が既

に存在するものなど、基準の作成が比較的容易な

医療機器から着手していくことを考えています。 

 

 
 

 ４点目として、単体プログラムについて、これ

を医療機器の範囲を加え、製造販売の対象に含め

ることとしております。 

 単体プログラムとは、パソコンなどにインスト

ールすることで、医療機器としての性能を発揮す

るプログラムのことをいいます。 

 例えば、携帯電話のアプリケーションソフトも、

疾病の診断、治療等に用いられるものであれば医

療機器になり得るものと考えられます。 

 なお、その場合、携帯電話自体は、業として販

売、授与などをされなければ、薬事法の規制対象

とはならないものと考えられます。 

 ５点目として、医療機器の製造業について、許

可制、認定制から登録制に改め、登録申請時に添

付する資料も簡素化することとしております。 

 なお、体外診断薬についても、同様に登録制に

移行することとしておりますので、この場であわ

せてお伝えします。 

 ６点目として、医療機器の QMS 調査の合理化に

ついて、ご説明致します。 

 現行法において、QMS 調査は品目単位で実施し

ておりますが、医療機器は品目が異なっても同じ

製造プロセスで製造される類似品が多く、また、

製造管理や品質管理の方法について重複する部分

も多いことから、こうした製品については、国際

的な整合性の観点も踏まえ、原則として製品群ご

とに調査を行うこととしております。 

 製品群は、今後、製品の製造工程の特性や使用

方法、リスクなどを踏まえて検討していきます。 

 ７点目として、厚生労働大臣が指定する医療機

器の有効性や安全性の確認について、再審査と再

評価を廃止し、使用成績評価に代えることとして

おります。 

 医療機器は短いサイクルで改良などが行われて

おり、再審査期間経過後には、すでに当該対象製

品が市場に存在しないケースがあります。 

 また、植め込んで使用される医療機器では、再

審査期間を超えて長期間情報収集する必要があり

ます。 

 そのため、新規性に基づき一律に対象とするの

ではなく、医療機器の特性に応じて、必要な品目

に一定期間の評価をすることで、必要とされる有

効性や安全性の情報が集約できるよう、見直しを

行うものです。 

 ８点目として、高度管理医療機器等の賃貸につ

いては、業として対価を得ずに貸与を行う場合に

ついても、許可又は届出の対象になることとして

おります。 

 ９点目として、医療機器を医療機関などに販売



―  ― 8

する際に一定の条件を満たした場合は、添付文書

の製品への添付を省略できることとしておりま

す。 

 条件としましては、ウェブサイトに情報を掲載

することや医療機関の了解があることなどがござ

います。 

 例えば、カテーテルや縫合糸などの使い捨ての

製品を繰り返し購入する場合など、添付文書を重

複して受け取ることを医療機関が不要とする場合

を想定しています。 

 

 
 

 次に、再生医療等製品の特性を踏まえた規制の

構築についての説明になります。 

 まず、再生医療とは、についてお話します。 

 再生医療とは、病気やけがで機能不全になった

組織、臓器を再生させる医療になります。 

 受精卵から作製された細胞である「ES細胞」や、

体の細胞に特定の遺伝子を導入して作製された

「iPS 細胞」をもとに目や筋肉や骨などの組織や

臓器を再生させたり、また、生物が元々持つ細胞

である造血幹細胞などをもとに赤血球や白血球、

血小板を再生させたりします。 

 また、ヒト iPS 細胞などから気道粘膜細胞や肝

細胞などの目的細胞を作製し、薬物の安全性や有

効性の確認にもちいたり、創薬のための応用にも

期待されています。 

 

 
 

 再生医療等製品とは、政令に定められた、人ま

たは動物の細胞に培養等の加工を施したものであ

って、身体の構造や機能の再建または修復を目的

としたものと、一般的に「細胞治療製品」や「細

胞医療製品」と呼ばれる、疾病の治療や予防を目

的として使用するものをいいます。 

 その他に、疾病の治療を目的として、人または

動物の細胞に導入して使用する遺伝子治療医薬品

も、これに含まれます。 

 再生医療等製品の範囲については、国際的な整

合性にも留意しながら、細胞に遺伝子を導入する

ことや、細胞などを用いることにより品質が不均

一であるといった、共通する特性を有する製品を

網羅的に対象としております。 

 主な製品としましては、スライドに示した、軟

骨再生製品や癌免疫製品、遺伝性疾患治療製品な

どがあります。 

 これらの製品は、現在の薬事法では、品目ごと

に医薬品または医療機器のどちらに該当するのか

を判断し、製造、承認、販売等の規制が行われて

いますが、今後は再生医療等製品として規制が行

われることになります。 

 なお、細胞培養加工を行う培地や培養液、培養

装置などは、それ自身に細胞や遺伝子を含まない

ため、再生医療等製品には該当しませんが、疾病

の治療を標榜して培養機器や細胞分離装置などを

販売する場合などは、医療機器に該当する可能性

があるので、個別の品目ごとに適切に判断する必

要があります。 
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 先にご説明しました再生医療等製品は、今後も、

重篤で生命を脅かす疾患の治療などに、ますます

重要な役割を果たすことが期待されています。 

 一方で、安全面などの課題もあります。 

 安全性を確保しつつ、再生医療の実用化を促進

する観点から、再生医療等製品の品質、有効性及

び安全性を維持し、臨床研究から実用化への切れ

目ない移行を可能となるよう、再生医療等製品が

医薬品等と異なる特性を持つことを踏まえた制度

を構築することが求められています。 

 今回の薬事法の改正においては、再生医療等製

品を医薬品や医療機器とは別に新たに定義し、再

生医療等製品の章をもうけ、その製造、製造販売

等に係る規制について医薬品等とは異なる規制措

置を設けることとしております。 

 特に、条件及び期限付承認制度は、従来の医薬

品や医療機器における規制措置とは異なるものに

なります。 

 これについては、のちほど別のスライドにて詳

細にご説明致します。 

 

 
 

 続いて、安全対策についてご説明致します。 

 再生医療等製品は、生体由来の生きた細胞・組

織を原材料としているなど、一般にがん化や感染

症のリスクが否定できないことから、その使用に

あたっては、患者がこれらをきちんと了承した上

で、治療が進められるべきものです。 

 そのため、再生医療等製品を取り扱う医師その

他の医療関係者は、再生医療等製品の適正な使用

のために必要な事項を、患者に対し適切な説明を

行い、本人の同意を得て当該再生医療等製品が使

用されるよう努めることとしております。 

 また、使用患者を登録し、その治療効果などの

使用成績について、収集及び評価を行う調査を義

務づけるなど、製品のリスクに応じて安全確保を

徹底致します。 

 そのほか、再生医療等製品が原因となった健康

被害については、副作用被害救済制度の対象とす

ることとしております。 

 こちらについては、医薬品と同様に、除外品の

指定制度を導入することとしており、将来的にハ

イリスクな再生医療等製品がでてきた場合には、

副作用被害救済制度の対象から個別に除外するこ

とが可能な仕組みとすることとしております。 

 

 
 

 製造販売の承認を受けようとする再生医療等製

品について、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審

議会の意見を聴いて、適正な使用の確保のために

必要な条件及び期限を付した上で、承認を与える

ことができることとしております。 

 再生医療等製品は、ヒト由来の生きた細胞など

を加工して製造されるため、品質が不均一であり、

有効性の予測が困難な場合があるという特性を有

しています。 

 このため、これまでの承認審査の方法では、有

効性の評価に時間を要するケースが想定されま

す。 

 再生医療等製品の実用化に対する高いニーズに

応えるため、こうした特性を踏まえ、再生医療等

製品の迅速な実用化に向けて、安全性を確保しつ

つ、その特性に対応した承認審査の方法の導入が
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必要になります。 

 均質でない再生医療等製品については、有効性

が推定され、安全性が確認されれば、条件及び期

限付きで特別に早期に承認できる仕組みを設ける

こととしています。 

 また、再生医療等製品は、高度な治療技術が必

要であり、感染症のリスクがあるため、これを使

用する医師の手技や設備が備わっているか否かが

重要であることから、製造販売先について一定の

体制を有する医療機関に限定することなどの条件

も必要となります。 

 期限については、７年を超えない範囲内となり

ます。 

 ただし、使用成績調査の状況等を踏まえ、承認

審査を適正に行うため、特に必要があると認める

ときは、審議会の意見を聴いて、３年を超えない

範囲内において期限を延長することができること

としております。 

 条件及び期限を付した承認を受けた者は、引き

続き、当該再生医療等製品の有効性などに関する

データを収集するため、使用成績調査を行い、そ

の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない

こととしております。 

 先の条件及び期限を付した承認を受けた者は、

期限内に当該再生医療等製品の使用成績に関する

資料などを添付して、あらためて製造販売の承認

の申請をしなければならないこととし、厚生労働

大臣は、当該使用成績に関する資料等を踏まえて、

承認審査を行うこととしております。 

 

 
 

 次に、今年の５月24日に通常国会に提出された

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」及

び薬事法改正法案中の「安全な血液製剤の安定供

給の確保等に関する法律」の改正について、お話

します。 

 まず、再生医療等安全性確保法についてですが、

こちらの法律では、再生医療等の迅速かつ安全な

提供を図るため、再生医療などを提供しようとす

る者が講ずべき措置を明らかにするとともに、特

定細胞加工物の製造の許可の制度などを定めてお

ります。 

 再生医療等安全性確保法では、医療機関で行わ

れる細胞の採取や培養、加工、保管、及び医療機

関から企業への委託で行われる細胞の培養や加工

に関して、採取等の実施手続きや再生医療等を提

供する医療機関の基準、また、細胞を培養、加工

する施設の基準などを規定することで、安全性の

確保を求めており、それらの行為を行う場合は、

許可を必要としております。 

 一方、医療機関外において、医師の指示等を受

けずに、企業が確立した培養方法を一律に用いて

細胞培養加工を行い、医療機関に販売する場合に

ついては、薬事法が適用され、再生医療等製品と

して製造販売承認等を受ける必要が生じることと

なります。 

 したがって、医療機関からの外部委託であって

も、企業が確立したはん用的な技術を使って反復

継続的に行う場合は薬事法が適用されることとな

り、実態に応じて個別に判断する必要があります。 

 

 
 

 次に、薬事法改正法案中の血液法における再生

医療等製品の規定をお話します。 

 血液法の制定当時は、再生医療等製品等、血液

製剤以外に血液を原料として製造するものが想定

されていませんでした。 

 しかしながら、医療技術の進歩により、今後は、

血液製剤と同様に、人体から採取された血液を原

料として製造されることがあると想定されます。 

 そのため、再生医療等製品などを製造する者が、

その原料とする目的で、業として、人体から採血

できることとし、人体から採取された血液などを

原料として、これらを製造することができること
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としております。 

 

 
 

 最後に、薬事法改正とは別の話になりますが、

本年９月12日に施行された生物学的製剤基準の一

部改正に関して、その経過措置の取扱いについて

のご質問を受けておりますので、この場で補足的

にご説明致します。 

 こちらのスライドは、お手元の資料には掲載さ

れておりませんので、ご了承願います。 

 今回の改正の経過措置として、人赤血球濃厚液、

洗浄人赤血球浮遊液、解凍人赤血球濃厚液を除き、

平成26年６月１日以降は、改正前の基準により製

造し、又は輸入することは認められません。 

 したがいまして、平成26日６月１日までに一部

変更承認申請を済ませていることをもって、同日

以降も、承認取得するまでの期間は、一変申請前

の旧生物基の医薬品の基準による製品を製造販売

することが認められることはありません。 

 また、平成26年６月１日以降に製造販売するた

めには、同日までに一変承認を取得し、又は軽微

変更届出を行う必要があります。 

 一変承認又は軽微変更のいずれに該当するかに

ついてなど、ご不明な点がございましたら、具体

的なスケジュール、申請内容とともに、早めに審

査管理課までご相談ください。 

 検定が必要な医薬品については、旧基準による

検定を希望する場合は、平成26年６月１日までに

検定の申請をしなければならないこととされてい

ます。 

 旧基準による検定を行ったものは、旧生物基の

医薬品の基準による製品であり、これらの製造販

売は平成26年６月１日までに完了させなければな

らないため、スケジュールにご留意ください。 

 また、新基準に合わせるための一変承認又は軽

微変更届出により承認書の内容に変更があった場

合は、SLP 様式の変更が必要になる場合がありま

す。 

 承認書の内容に変更が生じる場合は、早めに国

立感染症研究所にご相談ください。 

 以上で説明を終わります。 

 ありがとうございました。
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 「 近の医薬品審査行政の動向について」お話

しさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 まず、革新的医薬品等の我が国からのイノベー

ションの発信について、ご説明します。 

 昨年12月に京都大学の山中伸弥（しんや）教授

がノーベル賞を受賞して以来、iPS 細胞や ES 細胞

などの新しい革新的技術に関する記事が依然にも

まして新聞の紙面やインターネットなどで、よく

目にするようになりました。 

 これらの革新的技術の実用化など、わが国から

イノベーションを積極的に発信していくことは、

国民が受ける医療の質の向上をはかり、関連する

産業を活性化するという両面で重要な課題とされ

ております。 

 スライドでお示ししておりますとおり、本年６

月、第２次安倍内閣において、「日本再興戦略」が

閣議決定されました。 

 民間投資を喚起する成長戦略においては、「民間

の力を 大限引き出す」方策の一環として、医薬

品、医療機器、再生医療の医療関連産業の市場規

模を2020年に12兆円から16兆円に拡大する方針が

打ち出されております。 

 その成果目標を達成するためのアクションプラ

ンとして、審査ラグの2020年までの解消が掲げら

れ、PMDA の質・量両面の向上のための体制強化、

薬事戦略相談の拡充、PMDA－WEST に関する体制整

備を行うこととされています。 

 

 

 

 次に、このスライドは、「日本再興戦略」が閣議

決定された同じ日に、健康・医療分野の成長戦略

としてとりまとめられた「健康・医療戦略」の関

係部分をお示ししています。 

 「健康・医療戦略」は、旧来の「医療イノベー

ション５か年戦略」について、その充実を図るべ

く見直しが行われ、新たに取りまとめられたもの

です。 

 「健康・医療戦略」では、「医療上の必要性の高

い未承認薬・適応外薬検討会議」に基づく取組に

よる開発ラグの積極的な解消や、日本再興戦略と

3. 最近の医薬品審査行政の動向について 

審査管理課
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同じく、PMDA の体制強化により、2020年までに医

薬品の審査ラグ「０」を実現することなどが盛り

込まれています。 

 この「健康・医療戦略」の策定に当たっては、

先にご説明した「日本再生戦略」の策定作業とも

密接に連携し、主要事項については双方の整合を

確保して、一体的に推進することとされています。 

 

 

 

 このスライドは、参考として、「日本再興戦略」

に掲載された「中短期工程表」の関係部分をお示

ししています。 

 スライド上部に明記しておりますとおり、PMDA

の強化に関して、PMDA 関西支部の設置をはじめ、

薬事戦略相談の拡充等の取組みを継続して実施し

ていくこととされています。 

 

 

 

 日本再興戦略のアクションプランの一つであ

る、薬事戦略相談の拡充について、ご説明します。 

 まずは、概要のご説明になりますが、日本のア

カデミア、ベンチャー等は基礎研究段階の科学的

知見に基づき有望なシーズを発見しても、製品化

の実現性を高めるための開発戦略や薬事法の実務

に不案内なことがあり、有望なシーズの実用化に

向けての橋渡しが円滑に進められていない現状が

指摘されています。 

 このため、平成23年７月より PMDA において、薬

事に精通した企業出身者を含む多彩な相談員を確

保して、「薬事戦略相談」の事業を開始しました。

この「薬事戦略相談」では、有望なシーズの実用

化に向けて、治験に至るまでに必要な試験や有効

性・安全性の評価法等の実質的・実務的な相談を

受けています。 

 この薬事戦略相談については、先にご説明しま

したとおり、「日本再興戦略」においても拡充する

こととされ、また、この10月からは、PMDA 関西支

部においても対応を開始したところです。 

 

 

 

 この「薬事戦略相談」につきまして、実際の進

め方を簡単にご紹介します。 

 薬事戦略相談の利用を希望する、大学・研究機

関・ベンチャー企業の方には、まず、「個別面談」

又は「事前面談」を申し込んでいただき、薬事戦

略相談室のテクニカルエキスパートともに、相談

内容の整理などを行っていただきます。その上で、

実際に、相談内容における各論点について議論を

行う「対面助言」を実施します。 

 これらの相談の費用については、「個別面談」及

び「事前面談」は無料となっており、また、「対面

助言」についても、一定の要件を満たす大学・研

究機関、ベンチャー企業の場合には、相談費用が

10分の１となる制度を設けています。 
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 これまでの相談実績を簡単にご紹介します。 

 平成23年７月の相談制度開始から、丸２年間の

実績ですが、これまで、個別面談を474回、事前面

談を475回、対面助言を94回実施しています。 

 有望なシーズを持つ大学・研究機関・ベンチャ

ー企業の皆様におかれましては、是非積極的に、

この薬事戦略相談を活用していただき、日本発の

革新的な医薬品・医療機器の創出に取り組んでい

ただきたいと考えています。 

 

 

 

 続いて、従来、遺伝子治療用医薬品について実

施してきた「確認申請制度」の廃止についてご説

明します。 

 遺伝子治療用医薬品については、安全性及び品

質確保のため必要な基本的要件を指針として定め

ており、遺伝子治療用医薬品については、その治

験計画の届出を行う前に、指針に適合しているこ

との確認を行う「確認申請制度」を行ってきまし

た。 

 規制改革実施計画において、遺伝子治療用医薬

品に係る「確認申請制度」の薬事戦略相談による

代替を検討するとされたことを踏まえ、遺伝子治

療用医薬品に係る確認申請制度は平成25年８月31

日をもって廃止し、薬事戦略相談において必要な

相談・助言を実施することとしました。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、確認申請制度が廃止さ

れた遺伝子治療用医薬品につきまして、平成23年

９月より実施しております細胞・組織加工製品と

同様の薬事戦略相談の区分を設け、品質及び安全

性に関する相談とその他治験プロトコール等に関

する相談をそれぞれ実施することとしておりま

す。 

 また、細胞・組織加工製品又は遺伝子治療用医

薬品に関する薬事戦略相談を実施する際の留意点

として、相談にかかる基本スタンス、治験プロト

コールに対する相談などお示ししておりますの

で、後ほどご確認いただければと思います。 

 

 

 

 革新的な技術を応用した医薬品等の実用化に向

けては、治験の活性化が不可欠です。 

 こちらのスライドは、治験計画届出数の推移と

なります。 

 折れ線グラフは、治験計画届出数で、赤い棒グ

ラフは、新薬の初回治験計画届の届出数です。 

 平成８年には、ICH－GCP が合意され、翌年には、
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これまで通知として示されていた GCP が、省令と

して公布されました。 

 このころ、治験計画届出数が減少しています。

新 GCP の施行、日本の治験環境などが影響したも

のと考えられます。 

 その後、平成15年からの全国治験活性化３カ年

計画、平成19年からの新たな治験活性化５カ年計

画に基づく取組を経て、平成24年からは新たな臨

床研究・治験活性化５か年計画に基づく取組を開

始しております。 

 これにより、平成15年以降、治験計画届出数は、

増加傾向に転じ、近年は約600件前後の治験計画届

が提出されています。 

 

 

 

 日本における開発をスピードアップするために

は、国際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。 

 国際共同治験により、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、世界同時

申請等が促進されます。 

 グラフは、国際共同治験に係る治験計画届数の

推移を示したものです。治験計画届数の約２割が

国際共同治験に係るものとなっています。 

 引き続き、治験環境の整備、国際共同治験の推

進等に取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

 

 続きまして、ドラッグ・ラグ対策について、ご

説明します。 

 日本再興戦略などの中でもご説明したとおり、

審査ラグの解消は、有効で安全な医薬品などの迅

速な実用化を図る上では、必要不可欠となってお

りますが、これについては、これまでも「ドラッ

グ・ラグ」対策として、その解消に積極的に取り

組んできたところ、依然として も短い米国に比

べて、長いとの指摘があります。 

 こちらのスライドでは、ドラッグ・ラグの現状

についてお話します。 

 ドラッグ・ラグの要因としては、承認申請まで

の要因に基づく「開発ラグ」と承認申請後の要因

である「審査ラグ」からなります。 

 「開発ラグ」の原因としては、様々な要因が指

摘されております。 

 また、「審査ラグ」の原因としては、PMDA の審

査体制が十分でないこと、審査基準が整備されて

いないこと、審査の過程において申請者側で要す

る時間が長いことなどが指摘されています。 

 近の状況といたしましては、平成23年度にお

いて、ドラッグ・ラグは６ヶ月、その内訳として

「審査ラグ」が１ヶ月、「開発ラグ」が５ヶ月とな

っています。 

 審査ラグについては、ほぼ解消されつつあると

考えていますが、引き続き、審査ラグ「０」の実

現を目指して、更なる審査の迅速化の取組みを継

続していきます。 

 また、開発ラグの積極的な解消に向けても取組

みを進めていくこととしています。これらの取組

みの内容については、次のスライドでご説明しま

す。 
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 こちらのスライドは、ドラッグ・ラグ等の解消

に向けた取組のうち、革新的医薬品の創出等に関

連する事項について概要を示したものです。 

 この取組のうち、「世界で先行している未承認薬

等への対応」としては、医療上の必要性の高い未

承認薬・適応外薬検討会議を開催し、これら国内

未承認薬等について、製薬企業に開発要請を行う

とともに、同会議において検討され、薬事・食品

衛生審議会において公知申請で差し支えないとさ

れた適応外薬の効能等については、承認を待たず、

保険適用することとしています。 

 こちらについては、後ほど詳しくご説明致しま

す。 

 

 

 

 このスライドでは、ドラッグ・ラグ、デバイス・

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。 

 まず、審査人員の増員についてです。新薬等の

審査人員については、増員に努めるとともに、研

修等による、人材育成も進めております。 

 次に、治験相談等の体制整備についてです。 

 機構の治験相談を積極的に利用していただくた

め、すべての相談ニーズにタイムリーに対応でき

るような体制整備を行ってまいりました。 

 次に、国際共同治験の推進についてです。 

 臨床研究・治験環境の整備、国際共同治験に組

み込まれる環境の整備を引き続き進めていくこと

としております。 

 次に、事前評価相談制度の導入についてです。

平成21年度から、申請前の段階で、申請予定の資

料の評価を行う事前評価相談制度を開始してお

り、一層の審査期間の短縮が期待できるものと考

えています。 

 次に、審査基準の明確化についてです。ガイド

ラインの策定など、あらかじめ、審査基準を明確

化し、申請までの期間の短縮を図っているところ

です。具体的には、別のスライドでお示しします。 

 後に、国際連携の強化ですが、FDA 等海外規

制当局との連携強化や、ICH（日米 EU 医薬品規制

調和国際会議）・GHTF（医療機器規制国際整合化会

議）による国際調和の取組等についても推進して

おります。 

 なお、GHTF は本年から IMDRF（国際医療機器規

制当局フォーラム）に移行しました。 

 

 

 

 このスライドでは、先ほどご説明しました「審

査基準の明確化」に関連して、具体的に、 近発

出した主な通知、ガイドラインについて、ご参考

まで、その名称を掲げておりますので、後ほどご

確認いただければと思います。 

 今後も引き続き、各種ガイドライン等を整備し

ていきたいと考えております。 
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 次に、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外

薬検討会議」について詳しくご説明します。 

 この検討会議は、欧米等（英：イギリス、米：

アメリカ、独：ドイツ、仏：フランス、加：カナ

ダ、豪：オーストラリア）で既に使用が認められ

ているが、国内では未承認又は適応外とされてい

る医薬品について、学会及び患者会等からの要望

に基づいて、製薬企業に開発要請を行うこと等に

より、開発を促進するための枠組みです。 

 募集する要望の条件は、国内の未承認薬につい

ては、欧米等６か国のいずれかの国での承認、国

内の適応外薬については、欧米等６か国のいずれ

かの国で承認されている場合、又は、一定のエビ

デンスに基づき特定の用法・用量で広く使用され

ている場合です。 

 第Ⅰ回の要望募集は、平成21年の６月から８月

にかけて実施し、重複を除いて374件の要望があり

ました。 

 また、第Ⅱ回の要望募集は、平成23年の８月か

ら９月にかけて実施し、重複を除いて290件の要望

がありました。 

 寄せられた要望については、まず、検討会議で

「医療上の必要性」を評価します。「医療上の必要

性」の評価は、「適応疾病の重篤性」、「医療上の有

用性」の２つに分けて行われます。 

 平成22年２月８日から検討会議を開催してお

り、医療上の必要性が高いとされたものについて、

関連企業への開発要請又は開発企業の募集を行っ

ています。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、検討会議におけるこれ

までの検討経過、全体の流れを示しています。 

 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

「実施が必要な試験についての見解」を作成して

いただき、検討会議でその妥当性を評価します。 

 ここでいう公知申請とは、適応外の医薬品につ

いて、外国において既に承認済みであり、医療に

おける相当の使用実績があって、国際的に信頼で

きる学術雑誌に掲載された論文をとりまとめるこ

となどによって有効性・安全性の判断ができる場

合に、治験の全部又は一部を新たに実施すること

なく効能・効果の追加などの申請を行うものです。 

 要望のあった効能・効果の追加などが公知申請

に該当すると判断された場合には、薬事・食品衛

生審議会における事前評価を経て企業は公知申請

を行い、申請から６か月をメドに承認されること

となります。 

 これらの薬事・食品衛生審議会の事前評価の終

了した適応外薬の効能等については、平成22年８

月以降、薬事承認を待たずに、直ちに保険適用と

することとしています。 

 また、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、

治験に着手していただくことになります。 

 さらに、検討会議では、定期的に開発状況を確

認し、医療保険上の薬価を決定する審議会である、

中央社会保険医療協議会（中医協）に報告するこ

ととしており、直近では、平成23年11月16日に報

告しています。 
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 第Ⅰ回要望については、こちらに、平成25年６

月の第16回会合までの検討会議での評価を踏まえ

た進捗を示しています。 

 全体の要望が374件。このうち、医療上の必要性

が高いとされたものが185件あり、その内訳は 

   企業に開発を要請したものが165件、 

   開発企業を公募したものが20件、 

となっています。 

 開発企業を公募したものは、全て開発の意思を

示す企業が出てきているという状況です。 

 企業に開発を要請したものについては、検討会

議において確認作業を進めており、 

 公知申請が妥当とされたものが合計59件、 

 既に治験実施中ないし承認申請中のものが合計

53件、 

 今後治験実施予定のものが合計52件、 

 検討中が合計１件、となっております。 

 

 

 

 第Ⅱ回要望については、こちらに、平成25年６

月の第16回検討会議前での評価を踏まえた進捗を

示しています。 

 全体の要望が290件。このうち、医療上の必要性

が高いとされたものが100件あり、その内訳は 

   企業に開発を要請したものが81件、 

   開発企業を公募したものが17件、 

となっています。 

 開発企業を公募した17件のうち８件について

は、開発の意思を示す企業が出てきているという

状況です。 

 企業に開発を要請したものについては、検討会

議において確認作業を進めており、 

 公知申請が妥当とされたものが合計23件、 

 既に治験実施中ないし承認申請中のものが合計

15件、 

 今後治験実施予定のものが合計23件、 

 検討中が合計20件、となっております。 

 

 

 

 平成25年８月から新たに要望の募集を開始しま

した。このスライドは、要望募集から要望の検討

対象リストを作成するまでの流れを示していま

す。 

 過去の要望募集と異なるところについてご説明

します。 

 上段の赤枠で囲っている部分をご覧ください。 

 １点目は要望募集の期間です。第Ⅱ回要望まで

は要望募集の期間を約２ヶ月間と限定しておりま

した。今回の要望募集期間は本年の12月末に一旦

とりまとめのために締め切りますが、その後も継

続して募集を続ける予定にしております。 

 とりまとめた要望については、医療上の必要性

などの評価を行いますが、評価を円滑に進めるた

め、優先的に扱うものと、そうでないものを整理

することとなります。 

 これが、２点目になります。 

 左下の赤枠で囲った部分をご覧ください。 

 未承認薬については「平成21年４月以降に、FDA

又は EMA で承認され、国内承認のない品目のうち、

医療上の必要性の高いもの」を優先的に取り扱う
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予定です。 

 また、適応外薬については、「医師主導治験や先

進医療Ｂ等が実施され、医療上の必要性が高いも

の」について、優先的に取り扱う予定です。 

 

 

 

 平成24年１月に、厚生科学審議会医薬品等制度

改正検討部会において「薬事法等制度改正につい

てのとりまとめ」が報告され、その中で、未承認

薬へのアクセスを向上させる制度、いわゆるコン

パッショネートユースの導入について丁寧に議論

を進めるべく記載されているところです。 

 そのための第一弾、医薬食品局としては、アク

セス制度の導入に向け、今年度からパイロット事

業を実施しております。 

 具体的には、医療上必要性の高い抗がん剤につ

いて医師主導治験を実施します。 

 これにより、アクセス制度実施上の課題や医療

機関における手続きの簡素化の在り方などを整理

し、制度の円滑な導入を目指します。 

 事業の実施主体は、公募により、国立がん研究

センターに決定しております。 

 今後は、事業の結果を踏まえ、医療機関や患者

団体、製薬業界とも連携しつつ、アクセス制度の

導入に向け、取り組んで参ります。 

 

 

 

 

 次に、国際関係について、ご説明します。 

 世界各国で開発・製造された優れた医薬品を、

可能な限り早く患者・国民に提供する観点から、

新薬承認審査の基準を国際的に統一し、非臨床試

験・臨床試験のルールや提出書類のフォーマット

の標準化等、国際的ハーモナイゼーションへの努

力が、ICH 等において続けられています。 

 ICH は、日米 EU 医薬品規制調和国際会議の略称

で、日米欧３極の規制当局及び業界の６者より構

成され、さらに WHO,EFTA 及びカナダがオブザーバ

ーとして参加しています。 

 現在までに約70を超えるガイドラインが合意に

至り、各地域で実施されております。 

 近では、日米欧３地域以外の地域においても、

ICH ガイドラインの普及を図る活動も行われてい

ます。 

 なお、本年の秋会合は日本が議長国となってお

り、大阪にて11月９日～14日の日程で行われます。 

 

 

 

 こちらのスライドは海外の審査機関との協力に

ついて示しています。 

 ICH などマルチラテラルな会合以外にも、二者

間の会合を開いております。 
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 医薬品・医療機器の国際化はめざましく、不測

の事態が発生した際には、１国のみの対応では不

十分であり、世界の規制当局による情報交換・協

力関係が必要不可欠なものとなっています。 

 このような状況下、我が国と他国の規制当局と

の間で、薬事規制当局の間で守秘協力に関する文

書を交わし、非公開情報を交換する体制を講じて

います。 

 このような協定の実施により、両国の薬事規制

の更なる深化、さらに公衆衛生の向上に資するも

のになると信じております。 

 これまで、ここにある各国と守秘情報に関する

取り決めを行いましたが、平成24年度はあらたに

フランス医薬品庁（ANSM）、ブラジル健康庁

（Anvisa）、イタリア医薬品庁（AIFA）と情報交換

の取り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を更に盛んにすることが

できると考えられます。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、国際関係の中で、アジ

アではどのようなことをしているのかご紹介する

ことに焦点をあてています。 

 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。 

 その一つの取組みとして、日中韓３カ国による

薬事関係局長級会合においては、欧米人に比較し

て日本人との民族差が小さいと考えられる、中国

や韓国における治験データの利用を検討するた

め、民族差についての科学的な研究や、臨床試験

分野に関連する情報交換を進めています。 

 これらの取組みにより、中国・韓国の治験デー

タを、より活用できれば、医薬品開発のスピード

アップ・コスト削減が期待できると考えられます。 

 また、中国の薬事規制当局である CFDA（＊）と

も、定期的な会合を設けて協力を強化するととも

に、APEC（アジア太平洋経済協力会議）における

ICH ガイドライン普及や、その他各国の規制当局

への情報提供および研修への協力等も強化してい

るところです。 

 ＊：SFDA(State Food and Drug Administration）

は2013年３月の組織改編により CFDA(China Food 

and Drug Administration）となった。 

 

 

 

 次に、ジェネリック医薬品対策についてご説明

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

で「後発医薬品の安心使用促進アクションプログ

ラム」が終了し、平成25年度からは、“後発医薬品

の数量シェアを平成30年３月末までに60％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「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロ

ードマップ」を策定して、引き続き、後発品メー

カーとともに対策を講じることとしております。 

 なお、新たな目標の設定にあたっては、国際的

な比較が容易にできることも踏まえ、後発医薬品

に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベ

ースとした数量シェアとしています。 

 

主な取組内容は 
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“①安定供給”、 

“②品質に対する信頼性の確保”、 

 

 

 

“③情報提供の方策”、 

“④使用促進に係る環境整備”、 

 

 

 

“⑤医療保険制度上の事項”、 

“⑥ロードマップの実施状況のモニタリング” 

 

 としてかかげており、これらを継続して実施す

ることにより、後発医薬品の使用促進を図ること

としております。  

 

 

 

 こちらのスライドでは、ご紹介しましたロード

マップの中の品質に対する信頼性の確保の一つと

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、厚生労働

省の施設等機関である国立医薬品食品衛生研究所

に設置しております。 

 学会発表や研究論文において提起された学術的

問題や、PMDA 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

らの内容を本検討会に報告させていただいており

ます。 

 検討を行った結果、確認が必要なものについて

は、試験検査を実施し、検討会に試験結果を報告

しております。 

 本検討会は、ここに示したとおり、後発医薬品

の品質に関する情報について、科学的な分析、試

験調査、評価を行い、後発医薬品の品質の信頼性

の向上を図ることを目的としております。 

 本検討会の議事内容、配布資料は、国立医薬品

食品衛生研究所及び PMDA のホームページに掲載

されておりますので、ご覧ください。 
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 試験検査を実施し、検討会への報告が終了した

55成分723製品をこちらのスライドで示しました。 

 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。 

 

 

 

 ホームページにおける検討会の結果公表につい

て、よりわかりやすい情報提供をという観点から

平成25年４月より物質毎の一覧も追加しておりま

す。 

 また、今後は、臨床現場へのより積極的な情報

提供ということでメールでの情報配信サービス

（PMDA メディナビ）を活用したいと考えており、

次回の第11回検討会の結果概要については、メー

ルでも配信予定となっております。 

 

 

 

 次に、OTC 医薬品対策について、ご説明致しま

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

することも必要となります。 

 そこで、OTC 医薬品の適切な選択と適正使用を

図るため、現在の販売体制において、スイッチ

OTC、ダイレクト OTC などの多様な OTC の提供、普

及を進めていくこととしています。 

 

 

 

 従前より一般用漢方処方として用いられてきた

いわゆる210処方については、平成15年から３年間

にわたって、厚生労働科学研究において見直しの

調査研究が行われました。 

 具体的には、 

 １点目として、10処方の効能効果等の見直し、 

 ２点目として、210処方の中から基準となる処方

を選定して、その処方に生薬を加えたり、減じた

りした処方の追加 

 ３点目として処方の追加 

が行われました。 

 その結果に基づきまして、平成20年９月に一般

用漢方製剤承認基準が定められ、その後、平成22

年４月には加減方23処方、平成23年４月に新規27

処方が追加されました。さらに、昨年８月に残り

31処方が追加されております。 
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 新しい薬効群として、鎮痒消炎薬（ちんようし

ょうえんやく）に係る基準を平成23年11月１日に

制定し、平成24年６月１日より都道府県知事が承

認を行う医薬品に当該基準を追加しました。 

 現在、一般用医薬品の承認基準については、ご

覧の通り、15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、順次見直しを行う予定としておりま

す。 

 

 

 

 次に、日本薬局方の改正についてご説明いたし

ます。  

 局方は、少なくとも10年ごとに改正をおこなう

ことと薬事法では規定されておりますが、医学・

薬学の急速な進歩に合わせて、現在５年ごとに全

面的な改正を行っております。また、５年ごとの

大改正の間に２度の追補改正を行っております。 

 直近の大改正である第16改正につきましては、

平成23年４月１日から施行されており、現在、そ

の第２追補にあたる改正の作成を進めておりま

す。 

 大改正以降の改正にあたっては、平成23年９月

３日に通知された第十七改正日本薬局局方作成基

本方針に基づき進めております。 

 作成基本方針においては、 

 「保健医療上重要な医薬品の全面的収載」 

 「 新の学問・技術の積極的導入による質的向

上」 

 「国際化の推進」 

 「必要に応じた速やかな部分改正及び行政によ

るその円滑な運用」 

 「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」 

の５本の柱が定められております。 

 特に「国際化の推進」については、PMDA の国際

ビジョンロードマップにおいても、日本薬局方の

国際展開としてかかげられており、英文版の早期

発行や USP、EP、WHO、アジアの各薬局方との協力

関係の強化など、各種の施策を推進していく予定

としております。 

 

 

 

 日本薬局方の改正経過・今後の予定について、

ご説明いたします。 

 まず、直近では平成25年５月31日に、日本薬局

方の部分改正を告示しており、同日施行しており

ます。 

 ここでは、国際調和を受けた製剤均一性試験の

整備や医薬品各条のゼラチンの全面改正を行って

おります。 

 次に現在改正に向けた作業を行っております、

第２追補の予定について説明させていただきま

す。 

 第２追補につきましては、この９月に PMDA から

原案が報告されております。 

 今後、日本薬局方部会での審議、パブリックコ

メント等を実施し、平成26年２月から３月の告示、

同年４月の施行を目指しております。 
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 日本薬局方の新規収載要望について説明いたし

ます。 

 日本薬局方の新規収載に関しては、原案作成の

スケジュールを確認のうえ、計画的な要望提出を

お願いいたします。 

 なお、再審査期間中の品目を収載要望される場

合には、機構での原案作成に係る 終の意見公募

が終了するまでに、一定の安全性評価が終了し、

有効性・安全性に問題がない旨の文書の提出をお

願いいたします。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、日本薬局方新規収載ま

での流れをお示ししておりますので、ご確認願い

ます。 

 

 

 

 日本薬局方外生薬規格の改正について、説明い

たします。 

 昨年10月30日に「日本薬局方外生薬規格2012に

ついて」を発出しております。 

 日本薬局方に収載されていない生薬について

は、平成元年９月16日に発出しました「日本薬局

方外生薬規格（1989）について」に示されており

ましたが、日本薬局方外生薬規格に関する検討委

員会において、収載品目の規格の見直しを行うと

ともに、新たに18品目の生薬規格の設定について

の検討が行われ、計56品目の生薬について、規格

のとりまとめが行われました。 

 また、局方に準じたスタイルへの変更も行った

ところです。 

 なお、関連通知については、スライドにお示し

たとおりですので、ご確認願います。 

 以上、 新の医薬品審査行政の動向について、

ご説明させていただきました。 

 ありがとうございました。 
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 まずは輸入監視の概略についてご説明致しま

す。 

 輸入監視は、無許可無承認等の医薬品、医療機

器などが国内に流入して、国民に保健衛生上の危

害が生じないようにするために行われています。 

 医薬品や医療機器を業として輸入する場合は輸

入届書を、業以外の目的で輸入する場合は輸入報

告書（いわゆる薬監証明）を地方厚生局に提出し、

確認を受けることとなっています。確認済みの印

が押された輸入届書又は薬監証明を税関で提示す

ることにより、輸入が許可されます。 

 

 

 

 輸入届の手続きですが、薬事法施行規則第94条

及び95条で、医薬品等を業として輸入しようとす

る者は、通関のときまでに輸入届書を厚生労働大

臣に届け出なければならないこととされていま

す。 

 ここに掲げてあるとおり、輸入届書と業許可証、

製造販売承認書等、外国製造業者認定証の写しを

合わせて地方厚生局に提出し、確認を受けていた

だきます。 

 

 

 

 輸入届書に関連して、輸入変更届について、ご

説明いたします。 

 薬事法施行規則94条及び95条第３項では、輸入

届書に記載された事項に変更が生じた場合には、

4. 輸入監視について 

監視指導・麻薬対策課
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変更届書を厚生労働大臣に提出しなければならな

いこととされています。 

 ここで、皆さんが何を届け出ているかというと 

 ◆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、

許可番号及び許可年月日 

 ◆輸入しようとする品目の名称 

 ◆当該品目を製造する外国製造所の名称及び所

在地 

 ◆外国製造業者の認定区分、認定番号及び認定

年月日 

を届け出ていただいています。 

 したがって、品名や社名変更等の場合に限らず、

業許可更新や外国製造業者の認定更新を受けた場

合には、輸入変更届の提出が必要なことにご注意

下さい。 

 変更届書は、届け出済みの輸入届書の写しと変

更された事項が分かる資料を添付して、通関の時

までに、提出していただく必要があります。 

 

 

 

 薬監証明の手続きについては、貨物が通関する

税関によって担当地方厚生局が異なります。 

 例えば、東京税関で通関されるものの薬監証明

は、関東信越厚生局が発行します。 

 

 

 

 薬監証明の発行に必要な書類は、輸入目的ごと

に決まっています。ここに掲げている輸入目的は、

医薬品等を輸入する企業に関係するものです。 

 「臨床試験用」について、治験計画届書が提出

されている場合は薬監証明の取得は不要で、治験

計画届書（写）を税関で提示するのみで通関可能

です。 

 「試験研究・社内見本用」とは、未承認の医薬

品を品質試験等の非臨床試験に使用する場合、ま

たは社内で商品価値等の判断を行うために使用す

る場合を言います。 

 「社員訓練用」とは、承認申請中の医薬品を社

内における社員訓練用として用いる場合を言いま

す。 

 「展示用」とは、学会や公的機関等が主催又は

後援する展示会等で産業振興等を目的として展示

する場合を言います。 

 「再輸入品・返送品用」とは、先に輸入した外

国製造製品を修理等の目的で外国に輸出（外国製

造業者に輸出）し、再輸入する場合、又は先に輸

出した自社製品が品質不良等の理由により輸出先

から返送されてくる場合を言います。ただし、輸

入者が許可を受けた事務所又は製造所である場合

は薬監証明は不要です。 

 「自家消費用」とは、製造販売承認のある医薬

品を製造するために用いる場合を言います。 
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 以上、輸入監視の概略をご説明しましたので、

輸入監視要領等の改正についてお話しさせていた

だきます。 

 今年４月22日付けで、ここに掲げている輸入監

視関連の通知を改正しまして、今年の６月１日か

ら実施しているところです。 

 昨年中に、関係業界、税関、一般の方々から、

通知に関するご意見・ご要望を受けまして、必要

な改正を行ったものです。 

 改正後の通知については、厚生労働省の HP から

ダウンロードできます。 

 地方厚生局の薬事監視専門官は、輸入監視要領

に基づいて日々監視を行っています。輸入監視要

領には、輸入届書や薬監証明に関する手続きが定

められています。 

 また、税関では、輸入監視協力方依頼に基づい

て通関時の確認作業を行っていただいています。

ここでは、通関時に輸入者に提示させるべき書類

などについて規定されています。 

 輸入届取扱要領には、輸入届書の記載方法や添

付書類の詳細が規定されています。 

 Q&A には、以上の通知では定められていない細

かな事項について説明を記載しています。 

 

 

 まず、輸入監視要領の改正ポイントについて、

ご説明します。 

 輸入報告書（薬監証明）の様式を変更しました。 

 念書の様式を廃止し、輸入報告書に「誓約事項

欄」を追加し、「他に販売、賃貸又は授与するもの

ではありません。」などの項目にチェックをいれて

いただくことにしました。 

 また、AWB や B/L の番号を記載していただくこ

とにしました。これは、税関での薬監証明の提示

を原本ではなく、写しでも可とすることに伴い、

薬監証明の複数回利用を防止することを目的とし

ています。 

 

 

 

 ここからは、薬監証明の輸入目的ごとに変更点

をご紹介します。 

 「臨床試験目的」について、改正前は、臨床試

験又は治験を実施する企業又は医師にしか輸入を

認めていませんでした。 

 しかし、臨床試験を実施しない企業が医薬品等

を輸入して、品質の確認や、臨床試験用である旨

の表示を行った上、臨床試験を実施する企業又は

医師に供給することがあるという実態を受けて、

必要な改正を行いました。 
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 ここの絵の中の企業Ａは治験を行わない企業

で、企業Ｂは治験を主体となって実施する企業で

す。企業Ｂはまだ治験計画届書を提出していませ

ん。 

 この場合、企業Ａが薬監証明を取得して治験に

使用する未承認の医薬品を輸入し、ラベリング等

を行った上、企業Ｂに供給することができるよう

にしました。 

 企業Ａは、品質確認やラベリングを行う必要が

あることが条件です。 

 また、薬監証明の添付書類として、企業Ａと企

業Ｂとの委受託契約書が必要です。 

 

 

 

 次の改正ポイントも似ていますが、企業Ａが薬

監証明を取得し、ラベリング等を行った上、臨床

試験を主体となって実施する医師に供給すること

も可能としました。 

 この場合も、企業Ａは、品質確認やラベリング

を行う必要があることが条件となります。 

 薬監証明の添付書類として、ここに掲げている

とおり、 

 臨床試験計画書の他、 

・臨床試験実施機関の倫理審査委員会又は治験審

査委員会の承認を得たことを証明する書類の写し 

・企業Ａと医師との委受託契約書の写し 

・企業Ａが輸入することに係る医師の委任状の写

し 

が必要です。 

 

 

 

 改正前は、薬監証明を取得して輸入した臨床試

験用医療機器等について、臨床試験計画の中止、

変更又は終了時に厚生局に事後報告をすることと

なっていましたが、「変更時」の事後報告は不要と

しました。 

 

 

 

 ここの絵の中の企業Ａは治験を行わない企業で

す。企業Ｂは治験を主体となって実施する企業で、

治験計画届書を提出済みです。治験計画届書を提

出済みという点が先ほどの改正ポイント(2)と異

なる点です。 

 企業Ｂは治験の際の検査等のために未承認の採

血管や体外診断用医薬品等を使用します。 

 この場合、未承認の採血管や体外診断用医薬品

などについて、企業Ａが薬監証明を取得して輸入

し、ラベリング等を行った上、企業Ｂに供給する

ことができるようにしました。 

 企業Ａは、品質確認やラベリングなどの製造行

為を行う必要があることが条件となります。 

 企業Ａが薬監証明を取得する際の添付書類とし

て、企業Ｂが提出した治験計画届書の写しが必要

です。 

 この治験計画届書には、企業Ａが輸入する採血
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管等の名称、数量、使用目的と企業Ａの名称、住

所が記載されている必要があります。 

 

 

 

 その他の「試験研究・社内見本用」「社員訓練用」

「展示用」などについては特に変更点はありませ

んが、薬監証明の取得に必要な書類を示しました

のでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 税関における通関時の取扱要領も改正しました

ので、ポイントのみご説明します。 

 先ほども申し上げましたが、今回の改正で、薬

監証明の写しで通関可能としました。 

 新しい輸入報告書様式の「AWB、B/L 等の番号」

欄に記載をお願いします。 

 旧輸入報告書様式を使用する場合は、備考欄に

AWB、B/L 等の番号を記載してください。 

 また、薬事法第14条第１項の規定に基づき製造

販売承認を要さないものとして厚生労働大臣の指

定する医薬品については、税関限りの確認で通関
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を認めることとしました。つまり、承認不要医薬

品については、輸入届又は薬監証明は不要という

ことです。 

 

 

 

 今回の改正で、医薬品に該当する添加剤を輸入

する場合の手続きを追加しました。 

 まず、輸入しようとする添加剤が、承認不要医

薬品に該当する場合は、輸入届出は不要としまし

た。 

 税関で、その添加剤が承認不要医薬品であるこ

とを確認するのみで通関が認められます。 

 承認不要医薬品に該当しない場合は輸入届出が

必要で、添付資料として、業許可証の写し、添加

剤を用いて製造する医薬品の製造販売承認書の写

し、外国製造業者を確認できる書類の写しが必要

です。医薬品の輸入届出の際に提出を求めている

外国製造業者認定証の写しは不要です。 

 輸入届書の外国製造業者の認定区分、認定番号

及び認定年月日の欄への記載は不要です。 

 備考欄には「添加剤」と記載してください。 

 

 

 

 平成24年３月30日の Q&A の改正で、製造販売業

者が製造販売輸入届出を行い、原薬又は中間製品

を輸入し、通関後製造業者に製造委託する場合に

ついて追加しました。 

 その改正では、輸入届書の添付資料として、「製

造販売業者が原薬を輸入する理由書」と「通関後

直ちに製造業者に引き渡す旨の念書」を提出する

ことを条件としていましたが、今回の改正で、「製

造販売業者が原薬を輸入する理由書」の提出は不

要としました。 

 

 

 

 改正前は、医薬品等の治験の際に行う検査のた

めに用いる未承認医療機器の輸入手続に限定して

いましたが、今回の改正で、治験用の併用薬、治

験の際の検査等のために使用する医薬品、医療機

器等の輸入手続きとして、対象を広げました。 

 併用薬や治験の際の検査に用いる採血管、体外

診断用医薬品などについて、治験計画届書を既に

提出している場合や、 

 治験薬の治験計画届書の備考欄などに併用薬な

どについて記載がある場合には、 

 税関に受領印が押された治験計画届書又は治験

計画変更届書の写しを提示することにより通関可

能です。 

 それ以外の場合は、薬監証明の取得が必要です。 
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 これは、原薬製造業者から要望を受けて追加し

たものです。 

 製造販売業者や製造業者で原薬を使用した製剤

の品質評価を行ってもらうため、原薬製造業者が、

その原薬のサンプルを輸入して、製造販売業者又

は製造業者に譲渡できるようにしてほしいという

要望です。 

 これについて、使用目的や譲渡先の製造販売業

者又は製造業者を特定すること、原薬等登録原簿

登録証の写しを提出すること、特定の製造販売業

者又は製造業者以外には譲渡しないことなどを条

件として、薬監証明での輸入を認めることとしま

した。 

 

 

 

 最後の改正ポイントですが、治験計画届書に記

載された交付予定数量を超えて輸入する必要が生

じた場合について追加しました。 

 原則として、医薬品の治験計画届書に記載があ

る交付予定数量を超えて輸入することはできませ

んが、包装ロスなどのため予備量を必要とする場

合には、交付予定数量の３割までは予備として認

めます。 

 交付予定数量の３割を超えて輸入する場合に

は、薬監証明を取得する必要があります。 

 薬監証明を取得して輸入する場合、薬監証明の

申請書類には、不足した理由を記した書類を添付

する必要があります。 

 以上で、輸入監視関連の改正ポイントの説明を

終わります。 

 

 

 

 最後に輸入届や薬監証明の電子システムについ

てご説明します。 

 まだ予算要求の段階で、確実に実施できるとは

言えませんが、早ければ平成26年秋頃から電子サ

ービスをスタートさせたいと考えています。 

 この電子システムは、法令に基づく輸出入手続

きや税関での輸出入申告手続きを電子的に行って

いる NACCS システムの中に構築されるものです。 

 システムの利用を希望される企業は、NACCS シ

ステムの利用申し込みをし、システム上で企業情

報や業許可情報を登録していただいた上で輸入届

や薬監証明の電子申請をしていただくことになり

ます。 

 

 

 

 電子輸入届出のメリットとして、主なものを７

つ挙げました。 

 まず１番として、厚生局や税関での手続きが全

てペーパーレスとなり、時間やコストが削減でき

るということです。 

 ２番目として、できる限り添付書類を削減でき

るような工夫をします。 

 具体的には、PMDA のホームページ上で公開して

いる外国製造業者認定情報リストとリンクさせる
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ことによって、現在輸入届書に添付していただい

ている外国製造業者認定証の添付は不要にしよう

と考えています。業許可証の添付については、シ

ステム利用開始の時に、１度だけ提出していただ

き、輸入届のたびの提出は不要とする予定です。 

 承認書や認証書についても、厚生局での確認が

必要なページのみを PDF で添付していただくこと

を考えています。 

 ３番目として、コード化（選択式）などにより、

記入作業を簡略化し、代表社印も不要とすること

により、輸入者側の手続きに係る時間を削減でき

るようにします。 

 ４番目として、外国製造業者が同一の場合、100

品目まで１つの輸入届にまとめることができるこ

ととします。自社で Excel などの形式で保有して

いる品目一覧をコピー＆ペーストできるようにす

る予定です。 

 ５番目として、これが大きな改善点だと思いま

すが、業許可更新や外国製造業者認定更新に伴う

輸入変更届出を一括で簡単に行えるようにしま

す。 

 現行のような、既存の輸入届出の提出も不要と

なります。 

 ６番目として、輸入変更届出を行った場合、現

在は初めの輸入届出に変更届出が次々と追加され

ていき、最新の輸入届出情報を１枚で確認するこ

とはできませんでしたが、電子化により、輸入届

出の内容が最新のものに上書きされていくように

しようと考えています。 

 ７番目として、利用者は審査状況や自社の輸入

届の情報をシステム上で照会できます。 

 詳しいシステム仕様が決定しましたら、業界関

係者を対象とした説明会を行う予定でおりますの

で、よろしくお願い致します。 

 以上で輸入監視に関する説明を終わります。 

ありがとうございました。
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 本日は、医薬品の市販後安全対策として、医薬

品リスク管理計画、医療情報データベース、安全

性情報の収集と提供、添付文書の届出制、適正使

用の徹底の主に５点について説明します。 

 

 

 

 医薬品リスク管理計画については、平成24年４

月11日に策定の指針が通知されています。 

 通知において、適用範囲は医療用医薬品であり、

新医薬品の他バイオ後続品、後発医薬品が含まれ

ることが示されています。一般用医薬品は適用範

囲ではありません。 

 策定検討の時点は、承認申請時、又は製造販売

後に新たな安全性の懸念が判明した時点です。 

 製造販売後に医薬品リスク管理計画を作成すべ

き時点とは、例えばブルーレター発出時等、重大

な安全性の懸念が判明した時が考えられます。 

 適用となるのは、新医薬品及びバイオ後続品は

平成25年４月１日以降の申請品目であり、後発医

薬品については別途通知する予定となっていま

す。後発医薬品については、これまで行政、業界

のワーキングチームにて検討を行ってきたところ

であり、平成25年２月申請品目について後発 RMP

のパイロットを実施したところです。その実施結

果も踏まえ、引き続き検討しているところですの

で、詳細につきましては今後通知される予定です。 

 

5. 医薬品の市販後安全対策について 

安全対策課
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 医薬品リスク管理計画の内容は、安全性検討事

項、つまりその医薬品の有するリスクを特定し、

それを踏まえて安全性監視活動及びリスク最小化

活動を計画し、実施することです。安全性検討事

項、安全性監視計画については、ICHE2E ガイドラ

インにて定められているので、平成17年の ICHE2E

ガイドラインについての通知もご参照ください。 

 安全性監視活動とは、通常の活動として副作用

報告や、追加の活動として市販直後調査、使用成

績調査、薬剤疫学研究などにより情報収集を行う

ことです。 

 リスク最小化活動とは、通常の活動として添付

文書による注意喚起や使用上の注意の解説、追加

の活動として市販直後調査、医師教育プログラム、

施設制限などによる医薬品のリスクを最小に抑え

るための活動です。 

 これらの活動は、平成25年４月１日以降に申請

される新医薬品について、その承認までに計画が

検討、策定され、販売後の適切な時期に評価され、

その結果に応じてさらに追加の調査やリスク最小

化活動等を検討、実施していくこととなります。 

 

 

 

 医薬品リスク管理計画の制度化により、 

・医薬品のリスク管理について、開発から市販後

まで一貫して検討、 

・リスク管理をひとつの文書に見える化、 

・調査の進捗に合わせて、または、定期的に評価、 

・RMP を公表することにより、リスク管理の内容

を医療関係者と共有 

し、市販後安全対策の充実強化をすることが目的

となっています。 

 

 

 

 医薬品リスク管理計画に関してはこれまで、策

定についての通知（様式通知）や Q&A 等の各種事

務連絡、通知が発出されている他、リスク管理計

画書の記載事例の公開や、GVP、GPSP 省令の改正

が行われています。いずれも、PMDA のホームペー

ジ「医薬品関連情報 企業の皆様へ」というペー

ジにて公開されているので、それぞれご確認くだ

さい。 

 

 

 

 続いて、医薬品リスク管理計画の記載事例につ

いてご紹介します。 

 記載事例は、ここに示した位置づけ、作成方針

に基づき作成したものです。様式については、先

ほどご紹介した４月26日の策定についての通知に



―  ― 35

記載されているものです。注意事項として、 

・実際の策定の際には、適応症、使用患者群など

医薬品の特徴に応じて特定される安全性検討事項

に基づいて策定すること 

・安全性検討事項が本記載事例に挙げられている

ものと同じだとしても、必ずしも安全性監視活動

及びリスク最小化活動について本記載事例と同じ

になるとは限らない 

点にご注意ください。あくまで例示であり、模範

解答ではないため、書き方のみの参考とし、内容

についてこのまま使用するようなことのないよう

お願いします。また、記載事例中には、例えば適

正使用のための資材等の単語が出てきますが、用

語についてその定義を定めるものでもないので、

その点にもご注意ください。 

 この記載事例は、先ほども申し上げたとおり

PMDA のホームページでも公開されています。 

 

 

 

 記載事例の表紙です。特定の医薬品を想定して

いないため、効能効果、用法用量は特に記載され

ていません。 

 

 

 

 安全性検討事項です。 

 ここでは安全性検討事項の例として、過敏症関

連事象、感染症等について、リスクとして選択し

た理由、医薬品安全性監視活動、リスク最小化活

動の内容及びその選択理由が記載されています。 

 それぞれの安全性検討事項に対する医薬品安全

性監視活動、リスク最小化活動が記載されていま

すが、これらはあくまで例示であるため、実際の

品目についての安全性検討事項に対する活動は個

別に検討が必要です。 

 

 

 

 左は、有効性に関する検討事項であり、右は、

医薬品安全性監視計画の概要です。有効性に関す

る検討事項について、選択した理由、調査、試験

の目的、内容等が記載されています。また、通常

の医薬品安全性監視活動、追加の医薬品安全性監

視活動について、その目的、実施計画案、実施計

画の根拠等が記載されています。 

 

 

 

 リスク最小化計画の概要です。 

 同様に通常の活動、追加の活動について、目的、

具体的な方法、節目となる予定の時期等が記載さ

れています。 
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 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・

試験の計画及びリスク最小化計画の一覧です。 

 それぞれ、節目となる予定の時期（中間評価、

最終評価等を行うのに適切な時期）、実施状況、報

告書の作成予定日等が記載されています。また、

実際の提出の際には添付資料も必要となるので、

必要な添付資料は通知を参照ください。 

 本日は記載事例の全てのページはスライドに掲

載していないので、全体版は PMDA ホームページも

ご確認のうえ、作成の際の参考としてください。 

 

 

 

 本年３月に GVP、GPSP 改正省令が公布されたの

で、GVP 省令上の医薬品リスク管理計画の定義を

説明します。GVP 省令では、医薬品リスク管理は

安全確保業務の一部であり、承認条件として付さ

れるものと定義されています。また、あわせて、

市販直後調査については医薬品リスク管理の一部

として位置づけられることとなりました。 

 

 

 

 また、改正省令では、リスク管理計画の規定と

ともに、GVP、GPSP 省令の関係が整理されたので、

こちらについても説明します。 

 これは現行制度のGVP省令とGPSP省令の関係を

表した図です。 

 GPSP 省令において、製造販売後調査等管理責任

者は製造販売後調査等基本計画書を作成して調

査・試験の企画、立案を行い、また、実施計画書

を作成して調査・試験の実施を行うことと定めら

れています。 

 製造販売後調査等管理責任者と製造販売業者の

間には、意見具申、結果報告、意見尊重の関係が

定められていますが、製造販売後調査等管理責任

者と安全性管理責任者との関係については規定が

ありません。 

 

 

 

 本年３月に公布された改正省令では、リスク管

理計画については GVP 省令において安全管理責任

者又は総括製造販売責任者（図だと安責のみだが）

が作成・実施及び評価・見直しを行うこととなり

ます。 

 また、製造販売後調査はリスク管理計画の中の

安全性監視計画の一つに含まれることになり、計
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画全体の企画、立案はリスク管理計画の作成者で

ある安全管理責任者又は総括製造販売責任者が行

うこととなるため、リスク管理計画の作成者と製

造販売後調査の実施者は相互に連携を取る必要が

あります。 

 改正省令では新たに、安全管理責任者と製造販

売後調査等管理責任者との間に、相互の密接な連

携、リスク管理計画書に基づく調査・試験の計画・

実施及び調査・試験の結果報告について定められ

ています。なお、製造販売後調査等の実施計画書

はこれまで通り製造販売後調査等管理責任者が作

成することとなります。 

 

 

 

 改正省令については、本年３月に公布されてい

ますが、施行は平成26年10月１日以降となります。

実際の内容については、平成25年３月11日付け通

知を参照ください。 

 

 

 

 実際の品目についての医薬品リスク管理計画書

については、PMDA ホームページにて公開が始まっ

ています。スライドに示した URL からご確認いた

だけるので、ご参照ください。 

 

 

 

 医薬品リスク管理計画に関する今後の検討事項

として、 

・改正 GVP 省令において医薬品リスク管理計画は

承認条件で付されるものであると定義されてお

り、その付与、解除等の方法について、 

・製販後に新たに RMP を作製する場合の検討スキ

ーム、 

・再審査期間終了後の RMP 定期報告様式、 

・後発医薬品への実装に向けた検討 

を進めていく予定です。 
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 医療情報データベースについては、平成24年１

月に取りまとめられた制度改正検討部会報告書に

おいて、市販後に、迅速かつ網羅的に安全性に関

する情報を収集するため、大規模データベースを

構築し、薬剤疫学手法に関する調査研究、人材の

育成によりこれを活用する環境の整備を行い、安

全対策の一層の推進を図ることが求められていま

す。 

 

 

 

 現在の副作用報告制度の限界として、その医薬

品を投与されている人数を把握できない（分母が

不明のため発生頻度が不明）、他剤との副作用発生

頻度の比較、安全対策措置前後での副作用発生頻

度の比較等ができないこと、原疾患による症状と

「副作用」の鑑別が難しいこと、医薬関係者が報

告しなければ、副作用の存在がわからないことが

挙げられます。 

 これに対し、医療情報を活用することによって、

これらの安全対策上の検討が可能となると考えら

れます。例えば、同種同効薬との発現頻度の比較、

医薬品無しでも発症するような、原疾患による症

状との比較、副作用発生割合を措置の前後で比較

することにより、安全対策の効果の検証が挙げら

れます。 

 

 

 

 医療情報データベース基盤整備事業では、全国

の10拠点の医療機関に、当該医療機関に保有され

るレセプト、電子カルテ、オーダリング、検査デ

ータ等の電子的医療情報を集積する医療情報デー

タベースを構築するとともに、PMDA にその分析シ

ステムを構築します。そこに集積されるデータを

活用して調査等を行い、副作用を分析・評価する

予定です。これにより、副作用発現症例数の分子

情報に加え、分母情報として医薬品の処方数も評

価することで、先ほど示したような安全対策上の

検討を行うことが可能となる予定です。 

 平成23年度は、まず東大病院のシステムの開発

に着手し、24、25年度に順次、残りの拠点病院の

システムを開発中です。26、27年度においては、

構築した当該システムのテスト・試行利活用を行

う予定です。 

 

 

 

 また、あわせて、医療情報データベース分析手

法の高度化事業を行っています。医療情報データ

ベースの元となる電子化された医療情報は、医薬

品の安全対策に活用することを目的として蓄積さ

れているものではありません。このため、データ

の適切な抽出に細心の注意を払わなければ結果の
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信頼性を確保できないことが指摘されています。 

 この事業では、薬剤疫学に用いる手法について、

諸外国の最先端の分析事例の情報等を調査・情報

収集し、試行分析を実施するなどにより、医療情

報の抽出・分析手法を高度化し、分析手法ガイド

ラインを策定します。 

 また、「医療情報データベース分析手法高度化事

業」の実施にあたり、各拠点病院に構築された標

準化データベースに集積されるデータについて、

各拠点病院に保管されるカルテ情報等をもとにそ

の信頼性の検証（バリデーション）を行う事業も

行っています。 

 これらにより、薬剤疫学手法による医薬品の安

全対策を推進することを目指します。 

 

 

 

 平成25年６月14日に政府により取りまとめられ

た日本再興戦略においても、「医療・介護情報の電

子化の促進」として、医薬品の副作用データベー

スシステムについて、データ収集の拠点となる病

院の拡充や地域連携の推進を図ることにより、利

活用できる十分な情報を確保し、医薬品の有効

性・安全性評価や健康寿命の延伸につなげること

が求められています。また、世界最先端 IT 国家創

造宣言においても、医療情報データベースを活用

した医薬品等の安全対策に関する取組を推進でき

るようにすることが求められている。 

 

 

 

 続いて、安全性情報の収集と提供について。 

 

 

 

 医薬品は、使い方によっては、目的とする効果

を十分に発揮しなかったり、副作用が多く発生す

る場合があります。信頼性の高い情報を収集し、

適正な使用方法を検討し、それに基づき使用する

ことが必要です。このため、製薬企業は、臨床現

場での使用状況や副作用の情報を収集し、その情

報を検討し、副作用の発生が低くなるよう添付文

書に「使用上の注意」を記載しているところです。

臨床現場においては、市販後も適正使用のための

情報を収集することや、製薬企業等から添付文書

を含めた最新の情報の提供を行うことが必要で

す。 

 薬事法第77条においては、情報の収集について、

製薬企業には、情報収集の努力義務、医薬関係者

には、情報収集活動への協力努力義務が課せられ

ており、また、情報の提供について、製薬企業に

は、情報提供の努力義務、医薬関係者には、情報

収集、活用の努力義務が課せられている。 
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 情報の提供等について薬事法の第77条の３にお

いて定められている具体的な条文です。 

 簡単いうと、第１項は、製造販売業者は、医薬

品の適正使用のために必要な情報を収集し、検討

し、医薬関係者に提供すること、第２項は、医薬

関係者は適正使用のために必要な情報の収集に協

力すること、第３項は医薬関係者は適正使用を確

保するため、必要な情報の収集、検討及び利用を

行うこと、が定められています。 

 

 

 

 薬事法の規定に基づき、医療機関、製薬企業か

らの副作用報告、製薬企業と医療機関の間での情

報提供、情報収集が行われています。薬事法第77

条に基づき、製薬企業のみなさんにより医療機関

から副作用等の情報が収集され、製薬企業から医

療機関への情報提供、医療機関における活用が行

われているところです。 

 

 

 

 適正使用の情報の大きな部分を占める、医薬品

副作用・感染症報告の件数は年々増加しており、

1967年の開始以降、1980年代には数百から数千件

であったものが、制度の変遷を経て、2012年度に

は45000件を超える件数となっています。内訳とし

ては、医療機関報告が5000件弱であり、ほとんど

が企業報告です。これらの副作用の情報は、新た

な副作用について、添付文書に記載が必要ないか、

医療機関への新たな注意喚起が必要ないかなど

の、検討が行われるよう、詳細な情報収集や行わ

れることが必要です。 

 

 

 

 一方、医療機関においても、自ら適正使用の情

報を収集し利用することが求められているのは説

明したとおりです。医薬品医療機器総合機構にお

いても、ホームページにおいて医療従事者及び一

般の方向けの情報提供を実施している。添付文書

や、患者向け医薬品ガイド、副作用報告に関する

情報などが閲覧することができ、医療機関の適正

使用の提供の場となっています。 
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 適正使用の情報原として、従来より、製造販売

企業からの緊急安全性情報の配布（緊急時）や厚

生労働省からの安全性情報の配布を行ってきたと

ころ。 

 

 

 

 近年は、これらに加え、PMDA からも、PMDA から

の医薬品適正使用のお願いとして、特に副作用の

防止のために徹底すべき事項等、医薬品の使用上

の注意に関する情報提供を医療関係者、患者向け

に行っています。左の例は、医薬品による重篤な

皮膚障害の早期発見についてです。スティーブン

ス・ジョンソン症候群等の重篤な皮膚障害につい

て、初期症状を早期に発見し、疑われる例につい

ては早い段階で皮膚科専門医に相談することを医

療従事者にお願いする内容となっています。 

 右の例は、ピボキシル基を有する抗菌薬投与に

よる小児等の重篤な低カルニチン血症と低血糖に

ついてです。ピボキシル基を有する抗菌薬につい

て、小児、特に乳幼児において血中カルニチンの

低下による低血糖症状について医療従事者に注意

喚起する内容となっています。 

 

 

 

 また、製薬企業からの適正使用のお知らせ文書

も、PMDA のホームページに掲載し情報提供してい

ます。製薬企業のみなさんから掲載の希望があれ

ば、PMDA にて対応しているので詳しくは PMDA ホ

ームページをご参照ください。 

 

 

 

 また、最近では、医薬品に関する評価中のリス

ク情報として、PMDA で評価を行っているリスクに

ついての情報を、添付文書の改訂等の措置を実施

する前に PMDA のホームページに掲載し情報提供

を行っています。昨年５月には、テラプレビルの

腎機能障害について添付文書改訂前に医療従事者

及び患者に向けてお知らせ文書の掲載も行われて

います。 
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 PMDA メディナビについては、使用上の注意の改

訂や承認情報等の薬の安全な使用に関する情報を

PMDA から医療機関などの登録者にメールで迅速

に提供するため、平成17年より実施されているも

のです。 

 制度改正検討部会報告書においても、PMDA メデ

ィナビの一層の利用促進等により、医薬関係者へ

の情報提供がより迅速に徹底されるよう努めると

ともに、患者への適切な情報提供が行われるよう

努めることが求められています。 

 

 

 

 PMDA メディナビについては、PMDA の中期計画に

基づき、登録者を15万人まで増加させるよう、各

種 PR をおこなっております。 

 

 

 

 開始以降８年程度が経過したが、PMDA メディナ

ビの登録状況については、「医薬品医療機器情報配

信サービス活用のための意見交換会」開催や、配

信内容改善、関係団体への協力要請、パスワード

登録廃止、インターネット広告等開始、調剤報酬

の基準調剤加算の施設基準への記載等の取り組み

により、年々増加しており、平成25年６月30日時

点で93,338件の登録をいただいている。特に、24

年に施設基準へ記載されてからはかなり伸びてい

るところです。 

 

 

 

 これは、PMDA が行った医療機関における安全性

情報の伝達・活用状況に関する調査によりまとめ

られた医療機関の安全性情報の入手源の割合で

す。平成22年度と平成24年度について、医療機関

の規模別に、企業の医療情報担当者、ダイレクト

メール、MS、PMDA ホームページ等の情報源を利用

した割合がまとめられています。 

 平成22年度調査と比較し、平成24年度調査では

PMDA メディナビを使用した医療機関の割合は、調

査を行った医療機関全体では23.7％から32.3％と

10％近く上昇し、普及、利用が進んでいることが

伺えます。特に、病床数の多い、規模の大きい病



―  ― 43

院で大きく伸びています。なお、この調査結果に

ついては PMDA のホームページにて閲覧すること

ができます。 

 

 

 

 PMDA メディナビの病院の規模別の登録状況に

ついては、49床以下の病院では38％程度が登録し

ていますが、規模が大きいほど登録の割合が増加

し、100～199床では58％程度、500床以上では76％

程度となっています。このように、100床以上の大

規模な病院で PMDA メディナビの登録の割合が高

く、また病院の規模が大きいほど割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 また、昨年、多発性骨髄腫治療薬ランマークに

ついて重篤な低カルシウム血症についてのブルー

レターが発出されましたが、PMDA の調査では、ブ

ルーレター発出時、医師が情報を入手した情報源

のうち、情報入手が早かったものについてまとめ

ています。その結果によると、製薬企業の MR が最

も高い割合であり、病院全体では90％程度となっ

ており、次いで、PMDA メディナビが53％程度と、

２番目に高い数値となっています。 

 

 

 

 メディナビを利用して、（本来の趣旨ではない

が）新聞社も情報を収集しています。 

 昨年の５月、テラビックの重篤な腎機能障害に

ついてメディナビを配信し情報提供を行ったとこ

ろ、その翌日に朝日新聞に記事が掲載されたとい

う事例がありました。 

 

 

 

 PMDA から医療機関への情報提供として、メディ

ナビやPMDAのWEBサイトについてご紹介しました

が、適正使用の最終的な利用者である、患者さん

やその家族に対して適正使用情報を伝えることも

医療機関の大切な役割です。厚生労働省や PMDA

の一般の方に向けた情報提供についての取り組み

についてご紹介します。 
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 PMDA のホームページにおいては、一般の皆様向

けの情報提供を行っており、充実が進められてい

ます。ホームページにて、PMDA からのお願いや、

添付文書、患者向け医薬品ガイドなどを情報提供

しています。 

 

 

 

 昨年ブルーレターが発出された事例では、ラン

マークについて重篤な低カルシウム血症について

ブルーレターが発出されたが、ランマークの重篤

な低カルシウム血症については、患者とご家族に

低カルシウム血症の初期症状に早期に気づいてい

ただくことと、低カルシウム血症の発現を予防す

るために、カルシウムとビタミンＤの服用を徹底

していただくことが重要と考えられたことから、

製販企業から患者とご家族の皆様に向けた情報提

供も行われた。これらについては、PMDA ホームペ

ージの一般の皆様向けのホームページにも掲載さ

れています。 

 

 

 

 また、こちらはＣ型慢性肝炎治療薬テラビック

の重篤な腎機能障害についての事例です。販売後

６カ月以内に、急性腎不全等の腎機能障害の症例

が集積したため、投与開始後１週間以内は週２回

の腎機能検査実施を求める添付文書改訂が行わ

れ、注意喚起が行われました。また、添付文書改

訂前に、製薬企業から情報提供が行われるととも

に、先ほどもご紹介したように、PMDA からも医療

従事者及び患者に向けて情報提供がなされまし

た。この件については、PMDA から情報提供がなさ

れたほか、新聞でもこのように取り上げられまし

た。 

 

 

 

 続いて、現在国会に提出されております薬事法

改正法案で導入される予定の、添付文書の届出制

について御説明いたします。 
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 現行の薬事法において、添付文書については、

「医薬品に添付する文書又はその容器もしくは被

包に、用法、用量その他使用及び取扱上の必要な

注意が記載されていなければならない」とされて

います。しかし、添付文書の記載内容に対する国

の関与については、現在の薬事法では特段の定め

はありません。 

 

 

 

 一昨年、平成23年度に医薬品等制度改正検討部

会が開催され、添付文書の位置づけに関し、国の

監督権限を薬事法上明確にする必要性について議

論が行われました。 

 添付文書への国等の関与について、新たに薬事

法に規定することについては、委員間で異論が無

く、その規定の内容について、国の責任をより明

確にする観点から、 

 ①承認制度の対象とする場合と、 

 ②企業に添付文書の届出義務を課し、国等が確

認する場合 

の二つの案が議論されました。 

 

 

 

 議論の結果、「国等が改善命令を出す権限が明確

であれば、届出であっても国の責任について大き

な違いがないのではないか」という意見等があっ

たことから、②を採用することとし、 

・医薬品・医療機器等の製造販売業者等に、承認

申請時に添付文書案及びそれに関する資料を厚生

労働大臣に提出する義務を課すよう改めること。 

・医薬品・医療機器等の製造販売業者等に、製造

販売前及び改訂の際に、添付文書又はその改訂案

を厚生労働大臣に予め届け出る義務を課す規定を

新設すること。 

が適当とされ、昨年１月の制度改正検討部会のと

りまとめにおいて、その旨記載されました。 

 

 

 

 このとりまとめに従い、薬事法改正法案を作成

し、現在国会において審議をいただいているとこ

ろです。この改正法は公布後１年以内に施行する

こととされていますので、添付文書の届出制につ

いても、今後制度の詳細を検討し、別途周知をし

ていくこととしております。 
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 医薬品副作用被害救済制度により、平成25年３

月末までに、約10,000人に救済給付が行われた一

方、約1,800人に対しては不支給の決定がされてい

ます。 

 平成24年度には、897人に支給決定され、183人

に不支給決定されました。 

 

 

 

 不支給決定件数の理由の内訳は図のとおり。 

 使用目的、使用方法が不適正だと救済給付は受

けられません。 

 不支給事例の28％が不適正使用によるもので

す。 

 

 

 

 不適正使用事例としては、ここに示したような

ものが挙げられます。多くは、必要な検査の見実

施例や、承認された効能又は効果，用法及び用量

によらずに使用された事例、使用上の注意を遵守

しないで使用された事例となっています。 

 

 

 

 不適正使用事例に対する対応の一例を紹介しま

す。チアマゾールによる無顆粒球症については、

PMDA からの医薬品適正使用のお願いにより情報

提供が行われました。チアマゾールによる無顆粒

球症については、早期発見のため、投与開始後２

カ月は２週に１回の血液検査の実施について従来

より注意喚起がなされてきました。救済の不支給

事例などにおいて、定期的な検査がなされていな

い事例が多く認められたことから、定期的な血液

検査の実施の徹底について医療機関に対し情報提

供が行われました。 
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 また、ラモトリギンについては、用法用量を遵

守しないことで重篤皮膚障害の発現率が高くなる

ことが知られているが、用法用量を遵守せず重篤

皮膚障害が発現し、不支給となる事例が多く認め

られました。これについて、PMDA からの医薬品適

正使用のお願いにより、最大一日投与量を超えな

いこと、定められた増量の時期を早めないこと等

の用法用量の遵守、初期症状の早期発見のための

服薬指導の徹底について情報提供が行われまし

た。 

 

 

 

 まとめ 
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 ここでは、新医薬品の承認審査に係る 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。 

 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

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、厚生労働大臣の

終判断後に承認されることになります。 

 

 

 

 これは、現在の PMDA の組織になります。 

 PMDA は、「健康被害救済」、「審査」、「安全対策」

の３つの業務を行っております。 

 スライドの青色部分は審査業務、赤色部分は安

全業務、緑色部分は健康被害救済業務を行ってい

る部署です。 

 昨年の管理者講習会以降で、組織に変更があっ

た部分は、新たに総括調整役を設置したことです。

これは、ここ数年で PMDA 組織の規模が急速に拡大

しており、業務運営全般について総括し、総合的

な調整を行う体制が必要なことから設けられた役

職です。 

 お示ししている組織図は今年の８月現在のもの

で、まだ記載されていないのですが、もう１箇所

変更があります。今年の10月１日から、大阪市に

PMDA の関西支部が設置されています。これは「関

西イノベーション国際戦略総合特区」の要望とし

て京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市及び

神戸市よりの国への提案を受けて設置されたもの

です。関西支部では、主として関西地区における

薬事戦略相談及び GMP 実地調査等を行います。 

6-1.承認申請の記載に関する注意事項 

医薬品医療機器総合機構 新薬等審査部
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 これは、新薬審査の各部と担当分野との関係の

表です。 

 

 

 

 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、平成

22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

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

料の様式や順序に関する指針を示したものです。

したがって、個々の承認申請において要求される

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。 

 

 

 

 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。このモックアップは資料作成上の参考

であり、個々の製品の特性や管理戦略によって、

記載すべき内容の範囲や深さは異なってきますの

で、留意してください。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。  

 また、承認申請書の製造方法欄には、製造工程

における各種パラメータ及び操作条件の目標値/

設定値を必要に応じて一変事項又は軽微届出事項

として記載していただくことになっていますが、

承認審査において製造工程に関する記載内容の適

切性を審査側が効率的に理解し、審査の迅速化及

び GMP 調査との連携を円滑に進めるために、新規

製造販売承認申請、及び承認事項一部変更承認申

請のうち、製造方法欄の記載を含む承認申請時に

は、承認申請書の製造方法欄における記載の背景

情報として、パラメータ及び操作条件の許容範囲

設定に関する資料を作成し CTD1.13に添付してい

ただけますよう、お願いいたします。  

 なお、承認申請書上、軽微変更届出対象事項と

されている箇所に加え、承認申請書に記載しなか

った主な製造工程パラメータについても、一覧表

の形で提示してください。  
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 CTD の臨床の項には、個々の臨床試験結果につ

いて十分な情報量が含まれるようにしてくださ

い。時に情報が不十分な例として、臨床データパ

ッケージの構成、用量設定根拠、効能効果の設定

根拠といった項目が挙げられます。 

 有効性や安全性の解析を行う場合には、その目

的や必要性をよく検討した上で解析を実施し、そ

の結果をわかりやすく記載してください。例えば、

有効性については、各試験の対象患者や試験デザ

イン、用量などを考慮する必要があります。患者

を対象とした臨床試験が２～３試験しか実施され

ていないのであれば、あえて統合解析を行う必要

はないと思われます。 

 また、CTD 第２部、特に2.7.6個々の試験のまと

めについては、簡単な表のみで提出される場合が

目立ちますが、従来の資料概要のト項のようにま

とめていただくようお願いします。 

 安全性についても、集計対象症例の試験条件の

違いに特に注意してください。旧 GCP と新 GCP の

試験や、異なる副作用判定基準を用いている試験

など、異なる基準で副作用が収集されている場合

には、それらの結果の統合解析を行うことは適切

ではありません。CTD では、有効性や安全性につ

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。 

 

 

 

 その他に留意すべき点として、エイズ関連医薬

品については、従来の通知どおりの取扱いですが、

米国又は欧州において CTD が作成されている場合

には、そのままでかまいませんし、NDA 形式等で

作成されている場合でも、申請資料をそのまま用

いることで差し支えありませんが、 近の事例で

は追加で必要となる資料もあることから、資料構

成等についてあらかじめ審査チームに相談してい

ただきたいと考えます。 

 資料に添付するタグ、特に第１部及び第２部に

つきましては、耳の部分に項目名も記載してくだ

さい。これは平成15年11月５日付けの事務連絡に

も記載されていますので、ご対応いただくようお

願いします。 

 製造販売後の安全性の監視活動の計画立案等に

関しては、平成17年９月16日付けの「医薬品安全

性監視の計画について」と題する ICH E2E ガイド

ライン通知に加え、昨年４月11日付け「医薬品リ

スク管理計画指針」に基づく医薬品リスク管理計

画書の作成・改訂についてお願いしているところ

ですが、本年４月１日以降承認申請される品目か

ら改正 GVP 省令が適用されております。今後も、

申請に当たって、医薬品リスク管理計画書につい

ては CTD の第１部に案を添付して頂きたくお願い

します。 

 付け足しになりますが、CTD 関連通知について

は、PMDA の ICH 情報が掲載されているホームペー

ジの Multidisciplinary の部分に Q&A も含めた電

子ファイルが掲載されています。また、今後も追

加の Q&A などが出されると思いますので、適宜ご

確認ください。 
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 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、改良を行っており、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

CTD 申請に加え、参考提出という形で eCTD を併せ

てご提出いただければ、eCTD 未提出の企業の方々

も eCTD に関する経験が積み重ねられると思いま

す。 

 eCTD の受付を開始した2004年度からの eCTD 申

請数の推移を表にしています。2009年度には、eCTD

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 eCTD の具体的な運用方法、Q&A な

ど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、ご参照ください。 

 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。 

 

 

 

 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

出することを前提として、12ヵ月以上の期間の試

験成績を以て承認申請することが可能とされてい

ますが、追加の試験成績については、総審査期間

の目標値の遅くとも６ヶ月前までに、有効期間設

定に必要なデータが含まれている報告書として提

出して頂くよう、お願いいたします。さらにその

後に得られたデータについては、専門協議資料搬

入時までに提出してください。なお、各品目にお

ける具体的な提出時期につきましては、申請前に

機構との合意がなされるよう、治験相談等を利用

されることをお勧め致します。 

 なお、総審査期間の目標値の遅くとも６ヶ月前

までに追加でデータが提出できれば、申請時点で

必要とされる安定性試験の 小試験期間も短縮で

きると解釈されるケースに遭遇することがありま

すが、申請時点で必要な試験期間に変更はござい

ませんので、ご留意下さい。 
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 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、製造方法、規格及び試験方法、製造

所情報等の品質に係る情報を正確に把握されるよ

うにお願いいたします。また、MF を利用した場合

であっても、MF の登録事項すべてが制限パートに

なるとは限りませんので、開示パート部分につき

ましては、可能な限り製造販売業者が情報を把握

できるようお願い致します。なお、当該 MF を利用

した承認申請時には、MF 登録者は、MF 登録情報に

係る CTD 第２部に相当する資料の提出が必要とな

り、更に部会審議品目の場合は、MF 登録者が部会

時の資料の作成も必要になることにご留意下さ

い。 

 

 

 

 次に、軽微変更届出対象事項パラメータを目標

値/設定値の幅記載で設定できないか、という質問

を受けることがありますが、結論としては幅記載

で設定することは可能です。  

 しかしながら、設定したパラメータ幅から逸脱

するリスク、また逸脱した場合の品質に及ぼす影

響の度合い等を考察し、軽微変更届出対象事項と

してパラメータを幅記載することの適切性を説明

していただく必要があります。  

 説明の仕方につきましては、ICH ガイドライン

である「製剤開発に関するガイドライン」及び「品

質リスクマネジメントに関するガイドライン」等

を参考にしてください。  

 なお、記載したパラメータ幅でこれまで運用し

ており、品質上の問題は生じていないという説明

がなされるケースにも遭遇しますが、この軽微変

更届出対象事項か一部承認申請対象事項かの区別

は、示されたパラメータを変更する際の手続きを

事前にコミットしているものであることから、パ

ラメータ幅から逸脱した時のリスクを十分に考慮

し、軽微変更届出対象事項か一部承認申請対象事

項かを判断する必要があることに留意してくださ

い。 

 

 

 

 有効期間の延長については、平成17年２月10日

に発出された審査管理課長通知で「生物学的製剤

等を除き、承認審査時点で提出された安定性試験

実施に関するコミットメントに従い、承認後に継

続するものについては、軽微変更届出による変更

ができるものとする」と記載されています。では

原薬のリテスト期間についてはどうなのかという

質問も受けることがありますが、リテスト期間に

ついても、承認審査時点で提出された安定性試験

実施に関するコミットメントに従い、承認後に継

続するものについては、軽微変更届出による変更

が可能です。なお、この考え方は MF を利用した申

請においても同様です。  
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 次に、化成品原薬の製造方法の申請書への記載

についての留意事項を述べます。原薬の製造工程

の記載については、前述の平成17年２月10日の審

査管理課長通知において、反応工程が１工程のみ

の記載は避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 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。 

 なお出発物質の考え方については昨年５月に

Step４となった ICH Q11において詳しく解説され

ており、管理戦略を踏まえた適切な出発物質の選

定が重要になることにご留意下さい。  

 また、この出発物質の考え方は MF を利用した申

請においても同様であり、MF 登録者は出発物質の

選択並びに管理戦略の適切性を説明できるよう

に、お願いいたします。  

 

 

 近、品質関連の事務局審査において、複数の

申請に対して同様の資料不備を指摘することがあ

りました。標準的事務処理期間内での円滑な承認

審査を行うため、申請資料の準備にあたってはご

留意いただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 まず、製造方法変更の一変申請において、承認

申請書のみが提出され、添付資料が添付されてい

ないケースです。製造方法が変更される場合は、

通常、その変更が品質に与える影響を審査する必

要がありますので、品質に関する試験成績等の添

付資料の提出が必要となります。申請者の方で、

その製造方法の変更は明らかに品質に影響を与え

ないと判断し、添付資料の提出は不要と考えてい

る場合には、申請される前に、審査担当部に相談

していただきたいと思います。 

 次に、添付資料の形式についてです。製造方法

変更の一変申請や剤型追加の申請に関してです

が、再審査期間中の品目の場合には、添付資料は

CTD 形式としていただく必要がありますので、よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 ここから、しばらく、生物製剤関係についてご

説明いたします。 

 初に、生物製剤等の申請区分に関する事項で

す。 

 生物製剤等の製造方法の変更にかかる区分とし

て、（10の２）、（10の４）がございます。該当する

品目として、生物学的製剤基準収載品目、組換え

DNA 技術応用医薬品、細胞培養医薬品、その他の

バイオテクノロジー応用医薬品や、人尿由来製品

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
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ります。 

 なお、これらの申請区分のコードは、特定生物

由来製品、生物由来製品、その他により異なって

います。申請区分コードに誤りがある申請が見受

けられるため、申請前に、確認をお願いいたしま

す。 

 

 

 

 生物学的製剤等の製造方法に関する、一変/軽微

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

部分については、化学薬品製剤と同じ考えで、製

造場所や製造方法の一部変更承認申請/軽微変更

届出の判断をしてよいか。」という質問を相談等で

多く受けていますが、この記載は、主に記載方法

について別添２を参考にするよう説明しているも

のであり、生物学的製剤等における管理の特殊性

等を考えると、製造場所や製造方法の変更の一変/

軽微の区別については、一貫して別添３のＡに従

って判断するものであることに留意して下さい。  

 

 

 

 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。平成21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

場合には、承認書に記載した上で使用可能とし、

添付文書での情報提供措置は求めない、というこ

とになりました。なお、条件に合致するかどうか

の判断に際しては、個別に審査を行いますので、

該当すると考えられる場合には、事務連絡の条件

を満たすことを示す資料をご提出ください。ただ

し、(1)～(6)の条件を満たす場合であっても、マ

スターセルバンク等の再構築時には生物由来原料

基準に適合した原材料へ切替えるべきとされてい

ることに留意してください。 
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 同じく平成21年に事務連絡として発出されまし

た生物由来の原材料に関する事項です。 

 生物由来原料基準に規定する「原材料」の取扱

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。なお、例１について、誤解され

る方が多いのですが、医薬品等の有効成分を産生

する細胞のマスターセルバンク及びワーキングセ

ルバンクの構築に用いられたものは原材料であ

り、例１にはあてはまりませんのでご注意くださ

い。 

 

 

 

 株化された細胞を用いて製造される抗体医薬品

等の治験薬の初回治験計画書届出時の調査、いわ

ゆる30日調査時には、当該治験薬に特有の公衆衛

生上の観点なども踏まえて調査を行うため、スラ

イドに示します事項などを確認しております。 

 30日調査においては、時間的な制約があります

ので、届出前にこれらの確認事項に係る情報を入

手し、初回治験届出時にご提出いただけますよう

お願いいたします。 

 また、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、治験実施計画書や治験薬概要書とは別に、

「参考」という位置付けでこれらの情報を添付し

ていただくことで差し支えありません。 

 

 

 原薬等登録原簿（マスターファイル）を利用す

る場合の留意点については、品質スライド(2)で説

明しましたが、平成24年12月28日にマスターファ

イルの利用に関する指針が一部改正されました。

当該変更は生物薬品の開発・審査に関連する事項

ですので、説明いたします。 

 まず、マスターファイルの利用範囲についてで

すが、「ヒト由来の細胞・組織を加工した医薬品又

は医療機器の製造に関連するもの」として、生物

薬品の製造に使用する培地等の登録が可能となり

ました。細胞・組織加工医薬品だけでなく、生物

薬品においても製造工程で用いられる培地の情報

を把握することは、承認審査では重要になります。

培地等を製造する企業の知的財産を保護するとと

もに、審査事務を効率化できるよう規定を整備い

たしましたので、必要に応じてご利用下さい。 

 また、マスターファイルへの登録申請と利用可

能な時期について、従来どおり医薬品の承認審査

段階における利用が可能となるような適切な時期

の登録申請を、運用上お願いしているところです

が、「細胞・組織加工医薬品等の製造に関連するも

の」については、製品の特性を踏まえ、承認審査

のみならず、承認申請に至るまでの対面助言等に

先立っても利用することが可能となりましたの

で、合わせてご紹介させていただきます。 

 なお、従来のマスターファイル登録と同様、登

録された情報のうち、安全性に関わるものについ

ては開示パートとなること、また、品目の特徴に

応じて開示・非開示の別が異なる可能性があるこ

とにご留意ください。 
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 ここからは、薬理分野につきまして、５つの項

目について話をいたします。 

 申請資料における薬理試験資料の役割のひとつ

は、臨床試験で得られた有効性について作用機序

をもとに理論的に説明することにあります。基礎

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いたします。また、

公表論文等を引用して説明されている薬理作用に

つきましては、生データが担保された評価資料で

はありませんので、参考資料になりますのでご留

意下さい。 

 

 

 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

ります。したがいまして、有効性を説明する上で

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

性対照群及び陰性対照群を設定する必要がありま

す。なお、対照薬の選定では臨床試験で比較され

ている対照薬を考慮する必要がありますが、臨床

試験では示されていない類薬に対する優位性を、

動物を用いた薬理試験のみから主張することは適

切ではありません。 

 

 

 

 このスライドは、活性代謝物に関するものです。 

 薬物によっては代謝物が有効性に寄与する場合

があります。またその活性代謝物が未変化体と異

なる薬理作用を示すこともあります。このような

場合、原薬を経口投与した後の作用を説明するだ

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、臨床での効果を考察する

必要があります。 
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 このスライドは、平成13年６月21日付けで発出

されております ICH S7A ガイドライン「安全性薬

理試験」に関するものです。 

 安全性薬理試験で認められた事象が、ヒトにお

いても発現する可能性について、薬物動態を考慮

した説明が必要となります。その際、投与方法、

投与量や効力を裏付ける試験で認められた有効用

量等も考慮に入れて、臨床試験で認められた関連

する有害事象と対比させながら考察する必要があ

ります。また、臨床試験で認められた有害事象に

ついて、安全性薬理試験で認められた事象との関

連性も踏まえて、作用機序についても、十分検討

のうえ考察して頂きたいと思います。 

 

 

 

 次に、平成21年10月23日付けで発出されており

ます ICH S7B ガイドライン「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」について、説明させ

ていただきます。本ガイドラインでは、臨床試験

におけるヒト用医薬品が心室再分極を遅延させる

可能性を評価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。なお、本ガイドラインは、

臨床試験の進め方について述べた ICH E14 ガイ

ドライン「非抗不整脈薬における QT/QTc 間隔の延

長と催不整脈作用の潜在的可能性に関する臨床的

評価」と同時に発出されております。 

 ICH S7B ガイドラインの目的は、１）被験物質

及びその代謝物が心室再分極を遅延させる可能性

を検出すること、並びに２）被験物質及びその代

謝物の濃度と心室再分極遅延の程度を関連付ける

ことであり、この試験結果は、他の情報も考慮の

上で、非臨床試験において、不整脈の発生のしや

すさと関連した、薬物による心室再分極遅延及び

QT 間隔延長の可能性を評価するために使用され

ます。 

 

 

 

 このスライドは、QT 間隔延長のリスクを評価す

るための一般的な非臨床試験を進める上での評価

方法を示したものです。 

 in vitro 試験及び in vivo 試験を実施し、その

他の非臨床及び臨床試験から得られた関連情報も

含めて、統合的な潜在的リスク評価を行います。 

 なお、S7B 非臨床試験については、その薬剤を

ヒトへ初めて投与する前に実施するよう考慮する

必要があるとされています。これらの結果は、統

合的リスク評価の一部として、その後の臨床試験

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。 
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 次に、薬物動態について６つの項目及び関連す

るガイドライン等の 新動向について話をいたし

ます。 

 このスライドでは、薬物動態解析及びデータの

表示・要約の留意点について示します。 

 薬物動態の検討結果は、血中濃度などの測定値

や、測定値をもとに解析したり、計算したりして

得られた薬物動態パラメータとして示します。 

 まず、測定値の信頼性を担保する上で、定量限

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等、適切な定量分

析法を確立することが重要です。 

 なお、確立された定量分析法が十分な信頼性を

有することを示すための指針として、生体試料中

薬物濃度分析法バリデーションに関するガイドラ

インが本年７月に発出されました。今後、承認申

請に利用する目的で収集するデータについては、

本ガイドラインに従った分析法で評価する必要が

あります。 

 また、薬物動態パラメータは、妥当な解析方法

で算出し、算出過程を明確にしておくことが必要

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し、結果を図表で示す

場合には、数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、使用されて

いる製剤、定量分析法等の試験デザインの異同に

留意し、適切な方法で比較し、その結果を考察す

るようにしてください。 

 

  

 

 薬物動態は、動物を対象とした非臨床薬物動態

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への薬物の分布や蓄

積は、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等へ

の注意喚起が検討される場合もあります。 

 代謝物の種類や量に種差が認められ、動物では、

ヒトでみられる代謝物が生成しない場合、毒性試

験や薬理試験の解釈に注意が必要です。 

 ヒト生体試料等の適切な in vitro（イン・ビト

ロ）試験系を用いて、代謝に関与する酵素や吸収

や排泄等に関与するトランスポーター、及びそれ

ら分子種を評価することが有用です。 

 

 

 

 このスライドでは、ヒトを対象とした臨床薬物

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
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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、すなわち

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、得られた情報については、臨

床試験における用量設定根拠の説明や、添付文書

などの情報提供資材において、用量調節も含めた

注意喚起の必要性を検討する際、十分活用してい

ただきたいと思います。 

 

 

 

 薬物動態に影響を及ぼす可能性が高い患者背景

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物の場合は、腎機

能障害を有する患者で血中濃度が上昇したり、体

内からの消失が遅延したりするため、腎機能障害

患者を対象とした試験データを踏まえた注意喚起

や適切な用量調節を考慮しなければならない場合

があります。また、適応患者に高齢者が多い場合

は、高齢者を対象とした臨床薬理試験や、適応患

者を対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、高齢者における用量調節の必要性

や注意喚起の内容の妥当性について説明していた

だくことが重要です。 

 

 

 

 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「相互作用」欄や「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

上昇し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を確実に

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

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。 

 なお、薬物相互作用の検討方法に関しては、現

在、平成13年に発出された通知の改訂作業中です。 

 

 

 

 遺伝子組み換え医薬品等では、化学合成品とは

異なる検討事項、すなわち医薬品の投与に伴う、

中和抗体を含む抗体産生の有無、抗体産生による

本薬の薬物動態の変化が有効性に及ぼす影響、ア

ナフィラキシーショック等の安全性についても留

意が必要です。 
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 薬物動態に関連するガイドライン等の 近の動

向について説明します。 

 本年７月11日に生体試料中薬物濃度分析法のバ

リデーションに関するガイドラインとその質疑応

答集が発出されました。本ガイドラインは、医薬

品製造販売承認申請を目的として実施される臨床

試験又は一部の非臨床試験における薬物又はその

代謝物の生体試料中薬物濃度分析法が十分な再現

性及び信頼性を有することを保証することを示す

ためのバリデーション及びその分析法を用いた実

試料分析に適用されます。 

 近年ナノテクノロジーを応用した医薬品の開発

が世界的規模で進展していますが、ブロック共重

合体ミセル医薬品の開発にあたって、品質及び非

臨床評価、及び初回ヒト試験に先だって確認して

おくべき事項を示したリフレクション・ペーパー

を欧州医薬品庁と協力して作成中であり、パブリ

ックコメントが終了して、現在その対応を行って

おります。 

 抗菌薬の PK－PD ガイダンスについてもパブリ

ックコメント終了後の対応を行っております。 

 後に、厚生労働科研費研究班により、医薬品

開発における薬物相互作用の検討と情報提供に関

して検討が行われており、平成13年に発出された

通知の改訂が行われる予定です。 

 

 

 

 次に、非臨床安全性に関する 近の動向につい

て説明します。 

 

 

 

 まず、ICH 非臨床安全性関連トピックの進捗状

況として、Ｓ10「医薬品の光安全性評価」及びＭ

７「変異原性不純物の評価及び管理」は、現在、

パブリックコメントを終了し、step４に向けて議

論が進められています。 

 また、Ｓ１「がん原性試験」の改定については、

昨年の福岡会議から議論が始まり、本年10月から

前向き評価が実施されます。 

 ガイドラインを適正かつ有効なものとするため

にも、今後とも皆さまからの活発なご意見をお待

ちしています。 

 次に、各トピックの進捗状況について簡単にご

説明します。 
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 「医薬品の光安全性評価」に関するトピックＳ

10は、昨年11月のサンディエゴ会議で step２に到

達し、その後、日米欧の各極にてパブリックコメ

ントが募集され、本年６月のブリュッセル会議に

て、その対応がなされました。現在、残っている

課題として、日本側が提案した光毒性評価系であ

る ROS アッセイの取り扱いや、組織への蓄積性に

関する問題、ガイドライン中に記載する模式図の

作成に関する件があり、メールや電話会議等で議

論しているところです。今後のスケジュールとし

て、本年11月の大阪会議で step４を目指していま

す。 

 

 

 

「変異原性不純物の評価及び管理」に関するトピ

ックＭ７は、医薬品中の不純物について、構造活

性相関によって変異原性を予測した上で、変異原

性が疑われる場合は、TTC、すなわち毒性学的懸念

の閾値以下で管理しようというガイドラインで

す。 

 昨年11月のサンディエゴ会議後に step２に到

達し、本年４月にはパブリックコメントの募集を

終了して、11月の大阪会議で step４を目指してい

ます。 

 

 

 

 Ｍ７の主な検討事項はこの５項目です。ガイド

ラインの適用範囲は、承認申請時だけではなく、

臨床開発中の医薬品も含みます。 

 

 

 

 「がん原性試験」に関するＳ１では、PhRMA、JPMA、

FDA 及び EMA の調査結果から、ある一定の条件を

満たした医薬品については、ラットの２年間がん

原性試験が省略可能ではないかとの提案に基づ

き、この条件の妥当性を検証するために前向きな

評価を実施することになりました。本年８月には

そのための根拠文書案が確定しています。10月か

らは前向き評価が開始され、その後、結果の解析

や内容を検討して、５年後の2018年11月に step４

を目指しています。前向き評価には皆様のご協力

が不可欠ですので、引き続き、皆さまのご理解、

ご協力をお願いいたします。 
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 ICH 以外で検討が行なわれている項目として

は、厚生労働科研費研究班において検討されてお

りました「小児用医薬品のための幼若動物を用い

た非臨床安全性試験ガイドライン」が、昨年10月

に、その質疑応答集 Ｑ＆Ａとともに発出されて

います。 

 

 

 

 また、ICH 以外で安全性に関わるガイドライン

として、現在策定中の「WHO ワクチンアジュバン

ト及びアジュバント添加ワクチンのための非臨床

評価ガイドライン（案）」を紹介します。近年、ワ

クチン、主に感染症予防用ワクチンにおいて新規

性の高いアジュバントが多く用いられるようにな

り、これらに対して非臨床試験の内容を規定する

必要が生じてきました。本ガイドライン案は、2005

年に発出された WHO ワクチン非臨床評価ガイドラ

イン」をベースとして検討されています。 

 本ガイドライン策定の経緯ですが、まず一昨年

に drafting goup が組織されました。その後、昨

年11月に WHO 本部で専門家会議が開催され、約20

ヵ国からの参加者による討議を踏まえて、本年に

入って二回のパブリックコメントの募集が行われ

ました。ガイドラインは今年10月に発出される予

定です。 

 以上、非臨床安全性に関する 近の動向につい

てお知らせしました。 

 

 

 

 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

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

否か、また、事前情報が適切に收集でき、これに

基づき合理的な設計がなされているかが重要で

す。「臨床試験を実施すること自体に意義がある」

ような試験を実施するのではなく、全体のデータ

パッケージにおける試験の位置づけ、目的を十分

に検討し、合理的な計画を作成した上で、臨床試

験を実施するようにお願いいたします。 

 

 「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

はありますが、臨床試験の設計・実施時に、 低

限は検討して頂きたい事項をご紹介します。 

 スライドの項目順に、例とともに述べますと、 

① 適切な対象患者が選択できる基準を設けてい

るか、解析対象集団の選択は妥当か、患者背景

の偏りや欠測値をどのように扱うのか、 

② 適切な評価項目が選ばれているか、また、サ

ロゲートエンドポイントに関しては真のエンド

ポイントとの関係について、どの程度、科学的

な説明ができるか 

③ 適切な対照群が選択されているか、また、適 

切な症例数と無効同等の判断の回避を考慮した

非劣性マージンが設定されているか 

④ 中止・脱落を如何に少なくさせるか、バイア

ス混入をいかに回避するかといった「試験の質
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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

や変更がある場合の理由や内容の明確化、中間

解析の必要性と適切な実施について、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

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。 

 

 

 

 臨床分野の承認申請資料のまとめ方について説

明します。 

 まず第一に資料の質をそろえることに心がけて

ください。特に、引用文献の質に注意を払ってく

ださい。Peer Review を受けた一流の臨床学術雑

誌、例えば New England Journal of Medicine や

Lancet に掲載されている論文あるいは Harrison、

Cecil などの内科学書に記載されている事項と、

国内商業雑誌等に記載されている事項は内容の重

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。 

 次に、主に資料の選択におけるバイアスを少な

くすることですが、対立する見解が存在する場合

には必ず併記するように努めて下さい。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、審査でみなされるおそれが生

じます。 

 論理構成をしっかりとして下さい。臨床試験で

得られた事実とその解釈を区別すること、また文

献的考察、仮説、推論などはその旨明記して、論

理に飛躍がないように注意して記載してくださ

い。 

 近、申請資料概要や回答書等で海外の資料を

持ち込むことが多くなっていますが、国内の支社

内で十分に意味を考え、日本語としての内容を吟

味してください。少数ですがとても読めないよう

な機械訳の資料さえあり、「承認申請資料の体をな

していない」として差し戻された例もあります。 

 

 

 

 申請資料における安全性情報、特に有害事象の

取り扱いについてお願いがあります。 

 まず、副作用とともに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のみの集計がな

されていましたが、現在では有害事象ベースでも

集計が求められており、審査においても、副作用

とともに、有害事象ベースでも安全性の評価が行

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

けてください。そのような経緯も含めて審査報告

書は作成されますので、ご留意ください。 
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 近年、国際共同治験による開発が増加していま

すが、開発戦略には、国内単独開発、ブリッジン

グ開発、国際共同開発等があり、それぞれの特徴、

すなわちメリットとデメリットを把握し、 適な

開発戦略を選択する必要があります。 

 そのためには、治験相談にあたって、以下のよ

うな点に留意いただきたいと思います。 

 １つ目は、資料中に臨床データパッケージを図

示していただき、開発の全体像を説明いただける

と、理解がより深まり適切な検討が可能になると

考えます。また、提示いただいている試験や戦略

について、提案に至った経緯、そのメリットとデ

メリット等について、企業の考え方を明確にご説

明いただくとともに、十分な検討が行えない点が

ある場合には、どのように補足する予定であるの

か、製造販売後の戦略についても、できるだけ早

期に具体化して提示いただくことが有用と考えま

す。 

 PMDA は、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を応援したいと考え

ており、レギュラトリーサイエンスの観点から積

極的なアドバイスを行いたいと考えております。 

 

 

 

 次は、昨年度の講習会で説明しましたが、『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』について再度説明します。 

 

 

 

 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

務における主要な留意事項を明確にすることによ

り、PMDA の審査員の意識等の統一を図ることで

す。 

 当該事項は、チーム審査を実施する全ての新医

薬品を適用範囲としておりますが、あくまでも、

一般的に考えられる基本的事項を示すものであ

り、希少疾病用医薬品又は既存治療が確立してい

ない重篤な疾患領域の医薬品等では、個々のケー

スで判断すべき事項も数多く存在すると考えてお

ります。 

 

 

 

 承認可能な医薬品の一般原則としては、簡単に

まとめると、このスライドで示す主に５つのポイ

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
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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。 

 

 

 

 公表している文書には、留意事項をより概念的

かつ視覚的に理解するために、ここに示しますよ

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

性のエビデンス、結果の再現性、リスク/ベネフィ

ットの評価といった承認の可否を判断するために

必要なカテゴリーを横にならべ、要求レベルに対

して提出された資料のレベルがどの程度にあるか

を視覚的に理解するために作成したもので、上側

を100％、下側を０％とし、その間の任意の位置に

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

もっとも重要であることを示しています。このよ

うなアプローチを取ることで、より焦点を絞った

検討を行ない、承認の可否を早期に判断するため

に利用したいと考えております。 

 PMDA では、この文書の内容を全審査チームへ周

知し、審査チームでの判断に役立ております。 

 

 

 次に、審査に長期間を要した事例について、そ

の理由と改善に向けての留意点について、３つの

項目に分けてご説明します。 

 

 

 

 まず、GMP 及び MF 関係については、①GMP 調査

時に実生産バリデーションが終了していない。 

②実生産製剤で、不純物含量が増加する等の問題

が発生したなどの理由で、GMP 調査開始までに、

製造業者の受入れ体制が整わない等の理由から、

審査に長期間を要した事例が生じました。また、

MF に関する照会について、製造業者からの回答に

長期間を要したという事例がありました。これら

の事例は、いずれも少なからず発生しており、こ

れらの対応として、承認申請前に製造業者と、十

分なスケジュール調整等を行うこと、製造工程の

開発過程において、工程のリスクについて十分検

討することや、スケジュールに余裕をもって実生

産バリデーションを実施することなどに留意して

いただくようお願いします。  

 

 

 

 添付資料関係の事例としては、安全性や有効性

の試験データの評価に関し、機構との間で見解に

乖離が生じ、結果的に追加試験等が必要となり、
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大幅に審査期間が延長されることとなった事例が

ありました。主な理由としては、①がん原性試験

において、生殖発生毒性などのある種の癌の発生

率が増加しているが、自然発生の範囲とする説明

が不十分。②非臨床試験の結果より毒性が強く懸

念されるが、毒性学的意義がないと判断する説明

が不十分。③不純物に係る遺伝毒性試験が不十分

などが挙げられます。これらの事例も少なくあり

ません。データの評価から顕在化する問題につい

ては、十分な説明の準備が必要ですので、事前評

価相談などによる解決や、申請前相談を活用して

いただき資料の十分性を確認するなどの対応を推

奨いたします。 

 

 

 

 次に、海外で開発されている場合や国際共同治

験を実施している場合に生じた問題についてご紹

介します。 

 ①本邦での承認審査と同時期に欧米等で有効性

又は安全性の観点から開発が中止された事例、②

国際共同治験において、欧米等の規制当局から追

加の臨床データを要求されている事例、③国際共

同治験において、他国での治験薬の投与過誤等を

踏まえた再解析に時間を要した事例などにおきま

して、わが国での承認申請の妥当性についての説

明が不十分な事例が生じています。このような場

合、照会回答のやりとりに長期間を要する場合が

少なくありません。 

 外国の開発・審査状況や国際共同治験に係る状

況は、重要な情報ですので、特殊な事例について

は、十分な検証に基づく説明が必要であることに

ご留意をお願いします。 

 

 

 

 次に、 近の治験届出関連通知における留意事

項について、説明させていただきます。 

 先ほどもご説明した横断的プロジェクトの整理

等を踏まえ、マイクロドーズ臨床試験は、30日調

査対象外とされ、マイクロドーズ臨床試験以降初

めて届け出る治験の計画が30日調査の対象とされ

ました。また、ナノ医薬品については、有効成分

を内包する等の製剤設計により有効成分の体内分

布や標的部位への移行性が大きく異なると想定さ

れる場合は30日調査の対象とされましたが、薬物

動態に影響を及ぼさない軽微な変更等では該当し

ない場合もあるので判断に迷う場合には機構に相

談してください。開発相コードについては、従来、

届書の XML ファイル上では「Ⅰ/Ⅱ」は２、「Ⅱ/

Ⅲ」は３としていましたが、国内での開発状況を

正確に把握できるように「Ⅰ/Ⅱ」は４、「Ⅱ/Ⅲ」

は５を入力することにしました。予定被験者数に

ついても国内の治験参加者数を把握できるよう

に、治験終了届又は治験中止届を届け出る際には

当該治験に参加したすべての被験者数を入力する

運用に変更されました。 

 

 

 

 これ以降は、ここにある 近の話題等に関する



―  ― 67

こと、３つについて説明します。 

 

 

 

 平成23年７月に更なる審査体制強化の一環とし

て、規格基準部が設立され、審査情報等を整理し、

基準・ガイダンス等を作成する横断的基準作成プ

ロジェクトが順次設立されました。現在、ここに

示す10のプロジェクトが活動しており、活動状況

等は、機構 HP でも公表しております。心血管系リ

スク評価プロジェクト及びオミックスプロジェク

トについては後述致しますが、まず６つのプロジ

ェクトの活動について紹介します。 

 

 

 

 下線が 近の活動内容で、特に通知や QA 等が発

出されたものは赤字で記載しています。マイクロ

ドーズ臨床試験プロジェクトについては、マイク

ロドーズ臨床試験及びその後に実施される臨床試

験の治験届の取扱いを整理し、通知等作成に協力

しています。また、機構内での事例の情報共有及

び統一的対応を図っています。 

 医薬品製法変更等プロジェクトに関しては、医

薬品承認書の製造方法欄等の記載の問題点に関し

て、業界の意見も踏まえて対応を検討しておりま

す。検討結果については、通知 QA 発出や説明会等

での周知を予定しています。 

 コンパニオン診断薬プロジェクトについては、

平成25年７月発出されたコンパニオン診断薬に関

する通知及び QA の作成に協力をし、現在、海外規

制との連携も視野にいれ、開発に関するガイダン

スを作成中です。 

 

 

 

 小児及びオーファン医薬品プロジェクトは小児

WGとオーファンWGの２つのWGで構成されており

ます。いずれも海外との情報交換及び、問題点の

整理を行い対応策を検討しています。 

 QbD 評価プロジェクトについては、EMA－FDA の

パラレルレビューのパイロットプログラムにオブ

ザーバー参加し、QbD 評価における考え方を整理

し、共有しています。 

 ナノ医薬品プロジェクトについては、マイクロ

ドーズ臨床試験プロジェクト同様治験届に関する

取扱いを検討し、通知発出に協力しました。また、

ブロック共重合体ミセルに関する MHLW・EMA の共

同リフレクションペーパーの作成にメンバーも協

力しました。 

 オミックスプロジェクト、心血管系評価プロジ

ェクトについては、以降のスライドで説明いたし

ます。 
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 次に、薬事戦略相談について、ご説明いたしま

す。 

 

 

 

 薬事戦略相談とは、平成23年７月１日より開始

された新たな相談制度、主な対象は大学、研究機

関やベンチャー企業です。  

 本制度では、日本発の革新的医薬品や医療機器

の創出を促進するため、開発早期の段階から 終

的な薬事法に基づく承認を見据えて、必要なデー

タの範囲やその取得に向けた試験等について、指

導・助言を行っております。効率的な開発のため

には、初期の段階から疑問を解決しながら進める

ことが重要と考えております。  

 

 

 

 薬事戦略相談には、３つの相談プロセスがあり

ます。対面助言は、PMDA が公式な見解をお伝えす

る唯一の場ですが、この対面助言を有意義なもの

とするため、相談内容の整理や相談に必要な資料

の内容等を事前に確認するため、事前面談の活用

をお勧めしております。また、制度自体への理解

や手続きについては、個別面談においてお答えし

ています。対面助言については、一定の手数料が

必要ですが、事前面談と個別面談については、無

料で対応しております。  

 

 

 

 これは開始から本年６月末までに実施した薬事

戦略相談数を示しています。個別目談及び事前面

談については、それぞれ470件程度を実施してお

り、対面助言については94件実施しております。

個別面談については医療機器の相談が多いです

が、対面助言については、医薬品に関する相談が

多いという結果になっており、今後も薬事戦略相

談のさらなる周知と普及に努めていきたいと考え

ております。なお、個別面談と事前面談につきま

しては、平成25年10月１日より、PMDA 大阪支部に

おきましても実施することとなりました。 
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 薬事戦略相談の詳細につきましては、専用のパ

ンフレットを作成しておりますので、ぜひご活用

ください。 

 

 

 

 後に、先進的な解析・予測評価手法を用いた

次世代の審査・相談体制の構想及び将来的な申請

時電子データ提出に関する概略と対応について簡

単にご説明致します。 

 

 

 

 近年の医薬品開発においては、Modeling & 

Simulation の利用等、開発の意思決定において、

データに基づく定量的な情報の積極的な利用が進

められております。一方、本邦では、健康医療戦

略において、「PMDA 自らが臨床データ等を活用し

た解析や研究を進め、審査・相談において、より

合理的で効率的な評価・判断プロセスの構築を進

める」と述べられており、承認申請データを一層

活用した承認審査や相談の質の向上が求められて

います。そこで、PMDA では、審査の効率化・高度

化、及び開発の効率化のため、将来的な申請デー

タの電子的提出義務化も視野に入れ、医薬品承認

申請時の電子データ利用のための具体的検討を開

始しました。こちらのスライドは構想の概要を示

したものです。 

 

 

 

 データの蓄積及び利用のイメージです。新医薬

品の承認申請時に、臨床試験等の電子データを特

定の標準形式で提出していただきます。提出され

た電子データは速やかに専用サーバ及びデータベ

ースに登録されます。各審査員はデータにアクセ

スし、個別症例データの確認、データの掘り下げ

等を行います。必要に応じ、内部解析を独自で実

施します。将来的には、集積データの有効利用に

より品目横断的な情報の統合、先進的解析等の根

拠に基づく高度な審査・相談、またガイドライン

作成等の促進による医薬品開発の効率化、成功率

向上につなげることを目指しています。これらは

全ての品目情報を入手できる審査当局だからこそ

できることであると考えております。今年度中に

基本的システムの導入とフィージビリティー確認

のためのパイロット試験を実施する予定ですの

で、企業の皆様のご協力をどうぞよろしくお願い

致します。 
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 機構では、先に説明したとおり将来的な申請デ

ータの電子的提出義務化も視野に入れ、医薬品承

認申請時の電子データ利用のための具体的検討を

開始し、平成25年９月１日に「次世代審査・相談

体制準備室」を設置しました。検討経過など関連

情報については PMDA のホームページの右側の「次

世代審査・相談体制」をクリックしていただき、

ご確認頂きますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 以上、医薬品医療機器総合機構より、新薬審査

全般に関する事項等の説明をいたしました。 

ご清聴ありがとうございました。 
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 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いたします。 

 

 
 

 まずは医療用後発医薬品の審査業務についてで

す。 

 

 
 

 本日は、これら３項目に分けて説明いたします。 

 講演時間の関係上ポイントのみお話し致します

ので、詳細については後ほどテキストで必ずご確

認ください。 

 

 
 

 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。  

 

6-2.承認申請の記載に関する注意事項 

医薬品医療機器総合機構 一般薬等審査部
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 後発医薬品の承認申請要件は例年の通りです。 

 ３点目を補足しますと、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ください。 

 

 
 

 後発医薬品に該当する区分については、例年通

りの内容となります。後ほどテキストをご確認く

ださい。 

 

 
 

 主な承認要件について、厚生労働省において承

認する際はスライドに示した内容を考慮していま

す。なお、３点目の、「先発医薬品が有していない

剤型又は規格違いのものは、医療上の必要性及び

有用性があること」については、医療現場からの

要望などの適切な根拠資料とあわせて、アンケー

ト集計結果等の具体的な数値を示して説明するこ

とが必要です。 

 

 
 

 審査は主にこのような流れとなっています。 

 

 
 

 このスライドには、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

連絡ください。 

 なお、マスターファイル管理室は規格基準部医

薬品基準課になりますが、マスターファイルの登

録および届出の受付けは、従来通り審査業務部が

窓口になりますので注意してください。 
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 続いて、承認申請上の留意点について説明いた

します。 

 

 
 

 名称・販売名については例年の通りとなります

ので、後ほどテキストをご確認ください。 

 

 
 

 次に、製造方法欄について説明いたします。 

 軽微変更届出への該当性に関する考え方につい

ては、スライドの事務連絡をご確認ください。 

 また、該当性について判断に迷った場合は、簡

易相談の利用をおすすめします。 

 

 
 

 このスライドは、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。 

 適切な出発物質から記載されていないことや誤

記載が多いことから審査の遅延につながる事例が

あるため、十分留意してください。 

 

 
 

 原薬が規格に適合することをいずれの製造所で

確認するのか記載してください。特に、原薬・製

剤の製造所が共に海外である場合、原薬が承認規

格に適合することを確認する試験が適切に行われ

るよう留意してください。 

 重要工程については漏れなく記載してくださ

い。 

 なお、重要工程として設定すべきか否かについ

ては、適切にデータを収集した上で判断してくだ

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、その際には申請者が

検討の際に収集したデータ等に基づき説明してく

ださい。 

 また、製造スケールは差し換え時には実生産ス

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
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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。 

 

 
 

 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

出してください。 

 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ります。 

 

 
 

 ステアリン酸マグネシウム等の滑沢剤を添加す

る場合、混合不足による打錠障害や過混合による

被膜の形成が製剤の品質に影響を与えるため、混

合時間を記載してください。 

 気密性の担保のための工程管理を設定する必要

がないか検討し、設定不要と判断する場合は、無

包装での苛酷試験等の科学的根拠を示して説明し

てください。 

 無菌医薬品において、無菌性保証のための滅菌

条件は、平成24年11月９日付事務連絡を踏まえ、

適切に設定してください。 

 

 
 

 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。 

 

 
 

 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原則受付けられません。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

りますのでご注意ください。後出しの申請事項に

ついては、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ください。ただし、

やむを得ない事情がある場合には、審査担当者に

ご相談ください。 

 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、

申請時および届出前に十分確認してください。 
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 ここからは、一変申請上の留意点について説明

いたします。 

 製造所追加・変更の一変申請において、【製造販

売する品目の製造所】又は【原薬の製造所】欄に

変更がない場合は、その大項目の記載を省略する

ことが可能です。 

 

 
 

 一変申請時における承認書及び軽微変更届出の

写しの提出は、紙媒体での提出をお願いいたしま

す。 

 その他の留意点は後ほどテキストをご確認くだ

さい。 

 

 

 このスライドでは、一変申請で対応すべき事例

にも係わらず、軽微変更届で対応されていた事例

を挙げております。後ほどテキストをご確認の上、

適切な手続きを行ってください。 

 なお、日本薬局方改正に伴う関連通知等につい

て補足致しますと、平成24年９月に第16改正日本

薬局方第一追補が制定されましたので、それに伴

う承認申請の取扱いについては関連通知をご確認

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。製造方法欄については変更

がない箇所を一部省略することも可能ですが、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。 

 また、テキストにはありませんが申請区分につ

いて、再審査期間中の新薬の一変承認申請は申請

区分“10”ですが、“10の３”と記載し、申請され

るケースがあります。申請区分“10”の場合は、

新薬審査部が担当となり、“10の３”とは担当部署

が異なります。一変承認申請時には申請区分をよ

く確認してください。 
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 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。 

 また、結晶多形については、平成23年６月16日

付薬食審査発0616第１号に従い、資料を提出して

ください。 

 

 
 

 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ては、

規格の設定の有無に関わらず、こちらの留意事項

を確認の上、必ず資料をご提出ください。 

 また、想定される不純物の確認等が不十分な場

合、審査終了時期の遅延につながる可能性がある

ため、留意してください。 

 

 
 

 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。どの点についても資料とし

て十分か、必ずご確認の上ご提出ください。 

 

 
 

 ここからのスライドでは、添付資料の作成にお

ける留意点を説明いたします。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

者が提出してください。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。 

 原薬の不純物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、必ず提出してください。 

 また、原薬の残留溶媒が製剤に影響すると懸念

される場合、十分に MF 登録業者と製造販売業者間

で情報共有してください。 
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 次に製剤の規格及び試験方法に関する資料につ

いての留意点です。 

 例年通りの内容ですので、後ほどテキストをご

確認ください。 

 

 
 

 次に、安定性に関する資料の取扱いについて説

明いたします。 

 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。 

 

 
 

 続いて、新規申請、一変申請時の試験成績の留

意事項についてです。 

 新規申請や剤形追加申請の場合、長期保存試験

については、承認申請時には原則12カ月以上の試

験成績を添付する必要があります。 

 一変申請の場合は、平成21年５月21日付薬食審

査発第0522001号に示されております審査の迅速

化の主旨をふまえて、原則、設定する有効期間が

確認できる安定性試験結果を申請時に添付してく

ださい。 

 なお、安定性試験は特に時間が必要なため、開

発段階から先発医薬品の公式情報を適切に入手し

てください。インタビューフォームなどの非公式

情報には、十分注意してください。 

 

 
 

 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ください。 

 

 
 

 続いて、安定性試験の取扱いについて、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
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要があります。 

 

 
 

 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、合理的

な根拠に基づいた妥当性を説明した上で、繰り返

し回数を減らすことができます。 

 

 
 

 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。 

 平成24年２月29日付けで各種ガイドライン及び

Q&A が一部改正され、配合剤に関する Q&A も追加

されました。詳細につきましては、機構 HP にある

各種ガイドライン等をご確認ください。 

 

 
 

 このスライドについては、生物学的同等性に関

わる基本的事項ですので、後ほどテキストをご確

認ください。 

 

 
 

 このスライドでは、含量違いガイドライン、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。 

 例年通りの内容ですので、後ほどテキストをご

確認ください。 

 

 
 

 局所皮膚適用製剤ガイドラインの残存量試験に

おいて「製剤適用時間は用法に従うか、又は、角
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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

行う必要があります。適切な時点は、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。 

 ガイドライン Q&A のＱ24もご参照ください。 

 なお、局所皮膚適用製剤の処方変更においても、

残存量試験については前述と同様の取扱いとなり

ます。 

 また、BE 試験については、ヒトを対象とする試

験による評価が基本であり、ヒトへの外挿性が公

知でない場合は原則として動物試験による評価は

認められないことに留意してください。 

 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が必要です。 

 さらに、経口固形即放性製剤、腸溶性製剤及び

徐放性製剤において、承認後に製法を一部変更す

る場合には、平成25年４月19日事務連絡を踏まえ

て変更前後の生物学的同等性を担保することに留

意してください。 

 

 なお、申請書及び添付資料に関するお願いです

が、誤記載や不備は、審査の遅延のみならず、申

請者の信頼性にも関わることから、申請前に十分

にご確認いただきたいと思います。重大な誤記載

等は行政指導の対象とさせていただきますので、

ご留意ください。 

 

 
 

 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。 

 

 
 

 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、後発医薬品にも同様の承認条件が課されるケ

ースがありますので、ご注意ください。 

 

 
 

 このスライドは、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ですが、

後ほどテキストをご確認ください。 

 なお、現在、製剤に MF を引用する場合、MF 登

録回数の承認申請書への記載は不要となっていま

す。 
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 次に、有効期間の延長についてご説明します。 

 生物学的製剤等を除き、承認審査時点で提出さ

れた安定性試験実施に関するコミットメントに従

い、承認後に長期保存試験を継続するものについ

ては、軽微変更届出による有効期間の延長が可能

です。継続中の長期保存試験に基づき、承認後に

軽微変更届出による有効期間の延長を希望する場

合には、添付資料にその旨を記載するとともに、

申請書に安定性試験継続中である旨を記載してく

ださい。なお、審査の過程で安定性に懸念がある

と判断された場合には、軽微変更届出による対応

が認められない場合があることに留意してくださ

い。 

 

 
 

 次に、後発医薬品の小分けに係る取り扱いにつ

いて説明します。 

 親品目が一変中の小分け申請の留意点ですが、

変更点が、用法及び用量、効能又は効果の場合に

は、申請時点の先発医薬品と合わせてください。

また、それ以外の変更の場合、基本的には申請後

の変更は認めませんが、やむを得ない事情がある

場合には、個別に審査担当者に相談してください。 

 

 
 

 続いて書面適合性調査資料の信頼性が確認でき

ず指導を行った事例についてご説明いたします。 

 実測値あるいは安定性試験において、規格外の

値が認められたにも関わらず、その試験結果又は

事実を添付資料中に記載せず、規格を満たしてい

る平均値のみを添付資料中に記載し、規格外値が

認められたことが審査担当者に解らないケースが

ありました。 

 また試験結果として、複数回測定して得た平均

値を添付資料中に記載し、当該値が平均値である

ことが容易に解らないケースがありました。 

 後の事例ですが、書面適合性調査において申

請書の試験方法と異なる方法で実施した試験結果

が添付資料中に記載されていたというケースがあ

りました。 

 これらの事例の場合、試験結果が規格内である

か確認できないため、申請資料として不適切です。 

 複数回測定した場合や規格外値が認められた場

合、あるいは申請書の試験方法と異なる試験方法

で実施した場合は、その理由と対応方法の妥当性

を添付資料中に適切に記載してください。 

 また、このようなことがないよう申請前に十分

に確認してください。 

 

 
 

 医療事故防止のための販売名変更に係る代替新

規承認申請については、平成24年１月25日付薬食

審査発0125第１号及び薬食安発0125第１号通知を

確認してください。なお、スライドに示したスケ

ジュールで承認するためには、承認書上に不備が

なく、照会対応が速やかに行われる必要があるこ

とにご留意ください。 
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 代替新規承認申請時には、このような添付資料

が必要になりますので、不足のないよう対応して

ください。なお、外国製造業者認定の更新申請の

遅れにより、更新手続きが完了する前に有効期間

が切れてしまう事例や、販売名以外の変更をマル

名申請に盛り込んでくる事例が見受けられますの

で、申請前に十分に確認してください。 

 また、平成20年９月５日付事務連絡記３．(1)

に従い、現行品目について一変申請とマル名申請

を同時期に行い、マル名承認が先に得られた場合、

当該一変申請をマル名品目の一変申請として切り

替えますので、審査担当者にマル名申請が承認さ

れた旨を連絡してください。この場合、現行品目

には一変申請の変更内容が反映されないことに留

意してください。現行品目の一変承認が必要とな

る場合には、審査担当者に相談してください。 

 なお、一変申請とマル名申請を同時期に申請し

た場合、マル名承認の繰り越しなどが発生する場

合がありますので、その点について、十分に留意

したうえで、一変申請とマル名申請を同時期に申

請することの必要性を十分に確認してから申請す

るようにご協力いただきたいと思います。 

 

 
 

 次に、対面助言についてご説明いたします。   

 昨年１月より、後発医薬品の対面助言を試行的

に開始しており、品質相談及び生物学的同等性相

談を実施しています。現在、１ヶ月に後発医薬品

品質相談１件、生物学的同等性相談１件の合計２

件の相談をお受けしております。受付方法等につ

いては機構 HP をご確認ください。また、スライド

には記載しておりませんが、簡易相談と同様、承

認申請中の品目に関しては、対面助言にて応じら

れないためご留意ください。 

 

 
 

 次に、輸出証明における発給申請時の留意点に

ついてご説明します。 

 はじめに製剤単位の記載について、平成20年11

月11日付薬食審査発第1111001号通知記２．(2)に

基づき簡略記載で証明書を発給申請する場合、証

明書の成分及び分量として、一製剤単位を記載す

るには、製造販売承認書の【成分及び分量又は本

質】のテキスト欄に製剤単位が記載されている必

要があります。 

 例えば、製造販売承認書の【成分及び分量又は

本質】のテキスト欄に１製剤単位として１錠との

記載がない場合、証明書の成分及び分量として、

「Per one tablet（○mg）」との証明書の発給は認

められず、「Per ○mg」での発給となります。 

 また輸出用名称について、各申請書及び証明書

の輸出用名称は、輸出届に記載されている名称と

統一して記載してください。 

 全角、半角の区別はされませんが、大文字、小

文字及びスペースは区別されるため、輸出届と統

一されていない場合は、照会の対象となりますの

で留意してください。 

 なお、輸出届にない輸出用名称の記載が必要な

場合は、予め変更届にて対応する必要があります。 
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 続いて証明書の発給対象について、日本から輸

出されない医薬品等は証明書の発給対象外となる

ことに留意してください。これは製剤証明書、製

造販売承認内容、製造販売届出内容、輸出届出内

容等、すべての証明書が該当します。 

 後に製造所の情報を証明書に記載する場合に

ついて、様式５－１、８－１等の証明書に製造所

の名称及び所在地を追記する場合、各申請書にも

同様の記載が必要となります。記載箇所は、承認・

添付文書等証明確認調査申請書の場合は品目等

欄、発給申請書の場合は製造所等の名称及び所在

地欄です。また、発給申請書の備考欄には製造業

の許可番号及び許可年月日の記載が必要となりま

す。 

 ただし、いずれの申請書も証明事項のチェック

項目は１つしか選択できないため、製造業の許可

の項目ではなく、目的とする証明事項の項目にチ

ェックしてください。 

 また、相手国からの要望等により証明書に製造

業の許可番号を追記することが可能です。 

 

 医療用後発医薬品の審査関連業務についての説

明は以上です。 

 

 
 

 続きまして、一般用医薬品の審査関連業務につ

いて説明いたします。 

 

 
 

 一般用医薬品の本日の話題はここに示した５点

です。 

 

 
 

 始めに、申請区分について説明いたします。 

 

 
 

 このスライドは区分１～４までを示していま

す。 
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 このスライドは区分５～８までです。 

 

 
 

 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組み合わせが既承認品目と異

なる製剤が該当します。例えば、２類成分をＡ、

Ｂ、Ｃの３種類含む製剤を申請する場合、Ａ＋Ｂ、

Ｂ＋Ｃ、Ａ＋Ｃの組み合わせ前例があっても、Ａ、

Ｂ、Ｃを同時に含む組み合わせがなければ、区分

(6)に該当します。また、Ａ＋Ｂ＋Ｃの前例がある

場合に、Ｃを抜いたＡ＋Ｂの製剤も、Ｃを含まな

いことで組み合わせは前例と異なりますので区分

(6)に該当します。 

 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。 

 なお、「組み合わせ」とは、配合量も含めた組み

合わせですのでご留意ください。 

 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。 

 

 
 

 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。 

 

 
 

 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
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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。 

 

 
 

 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。 

 

 
 

 手数料・申請区分前例一覧表の記載例です。 

 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、承認基準が制定されている薬効群では、基

準内の配合量・組合せは基準を示すことで差し支

えありません。承認基準から外れる点について前

例を示して下さい。 

  

 
 

 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。 
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 次に、承認前例として取り扱えないものについ

て説明いたします。 

 基本方針制定前に承認になった品目及びその代

替新規品目、OTC から移行した品目を除く医薬部

外品、迅速審査で承認になった品目、承認基準の

ある薬効群で基準制定前に承認された品目は、承

認前例として取り扱えません。特に代替新規で新

たに承認番号を取得した品目は、承認年月日が新

しくても、元の承認が基本方針制定前のものであ

れば前例として取り扱えませんのでご注意くださ

い。 

 その他、現在の審査水準からみて妥当でないも

のは前例としてみなされないことがありますので

ご注意ください。 

 

 
 

 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するよう

指導されました。マル42品目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、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。 

 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12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。 

 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。 

 

 
 

 ジクロフェナクナトリウム配合製剤の取扱いに

ついて説明いたします。 

 外用剤のうち、貼付剤については安全性確保の

ため、これまでも製造方法欄に包装単位の上限を

記載していただいていましたが、PMS が終了して

安全性に大きな問題がないことが確認されたこと
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より、取扱いを一部変更いたします。具体的には、

７×10cm の製剤の場合は包装単位を１袋中 大

７枚、１箱中 大21枚まで、10×14cm の製剤の場

合は１袋中 大７枚、１箱中 大７枚までといた

します。さらに、テープ剤については既承認品目

と膏体の成分構成が異なる場合には、その変更の

度合いに応じて放出性、皮膚透過性の同等性を示

す資料を求めることがありますのでご留意くださ

い。なお、同等性を示す資料に関して、パップ剤

や半固形製剤については除外されるのかという質

問を事前にいただいておりますが、スライドに示

している通り、これらの資料についてはテープ剤

のみを対象としておりますのでご承知おきくださ

い。資料については次のスライドでご説明します。 

 

 
 

 資料は平成22年11月１日付薬食審査発1101第１

号の局所皮膚適用製剤（半固形製剤及び貼付剤）

の処方変更のための生物学的同等性試験ガイドラ

インに従い、変更水準に応じた資料を提出してく

ださい。ただし、配合剤とする場合はジクロフェ

ナク以外の有効成分も、添加物と同様に処方変更

水準を判断する対象として取扱います。また、変

更水準のＤ水準はＣ水準として取扱います。以上

２点、ご注意ください。例えば、既承認品目とジ

クロフェナクナトリウム及び添加物の配合割合が

同一の製剤に、ある有効成分１％を初めて配合す

る場合は、Ｃ水準に該当し、Ｃ水準の資料（放出

性と皮膚透過性の同等性を示す資料）を求めます。

既承認品目との変更水準等、ご不明な点は必要に

応じて簡易相談をご利用ください。 

 

 
 

 次に、承認申請に際しての留意事項について説

明いたします。 

 

 
 

 配合剤の申請においては、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

安全性に問題がないとしても、承認することはで

きません。 

 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
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す。 

 

 
 

 スイッチ OTC 等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、使

用者向け情報提供資料については、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。 

 

 
 

 前のスライドでご説明したように、適正使用の

促進のために、審査において情報提供資料の作成

を求める品目がありますが、その承認後の状況に

応じて、再審査または PMS 終了時に、これらの情

報提供資料の見直しを求める場合があります。 

 また、当該品目と同一性を有する品目について

も、使用者に対する情報提供が重要と考えられる

場合は、その審査の際に先の承認品目と同様の情

報提供資料の作成を求めることがあります。現時

点ではこのスライドに示す製剤について情報提供

資料の作成を求めています。 

 

 
 

 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年毎及び調査終

了時であるため、例えば３年の期間の場合、開始

日が承認後１年以内であれば、４回必要になりま

す。 終年次の報告時には、当該年次の調査結果

とともに全調査期間の結果をまとめたものを提出

してください。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くようお願いいたしま

す。 

 

 
 

 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。PMS 期間中は、その成分を配合する

製剤の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、PMS 期間中に誤った区分で申請される事例も

見受けられるため、手数料令等に照らして適切な

区分を選択してください。 
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 生薬エキスの別紙規格の考え方についてはここ

に示した通りですので、ご確認ください。 

 

 
 

 ソフトコンタクトレンズ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の適用の範

囲を外れる申請については、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。各グループについて、妥当な理

由がない限り、試験を省略することは認められま

せんのでご留意ください。 

 また、現在は、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。 

 

 
 

 特殊な剤形であるポンプタイプの内服液剤を申

請する場合、厚生労働大臣宛に申請を行ってくだ

さい。また、成分を初めてこの剤形とする場合、

申請区分は(7)－②となります。その他、小児に対

して誤用・乱用の恐れがあることから、安全性に

ついて充分な検討を行ってください。 
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 容器から出すとき泡状となる殺菌消毒剤を申請

する場合は、申請時に製剤が泡状である旨を説明

し、申請書の【規格及び試験方法】欄の「性状」

の項に、「容器から出すとき泡状となる」等、記載

してください。また、ある有効成分について初め

て泡状とする製剤を申請する場合は、その殺菌効

果は既存の剤形と同等であること、泡状とする意

義、及びそれに伴い注意すべき点を説明してくだ

さい。 

 

 
 

 原薬としての漢方エキス等、別紙規格として製

法が規定されている成分について、製造方法に変

更がなく、製造場所のみを変更する場合は一変申

請ではなく軽変で差し支えありません。 

 

 
 

 一般用医薬品ではTSE資料がMF登録されている

ものについて利用することができますが、MF 登録

年月日に変更がある場合であっても、製剤では必

ずしも一変が必要というわけではなく、軽変で差

し支えない場合もあります。例えば、MF の変更内

容が、製剤の承認事項の軽微な変更に該当する場

合は、MF 登録年月日が変更されていても軽変で差

し支えありませんのでご留意ください。 

 

 
 

 PMDA での審査が終了した品目は、速やかに GMP

適合性調査を受けるようお願いいたします。申請

が行われないまま長期間経過した品目について

は、その後製造所情報の変更等により承認申請書

の再差換えが必要になる事例が多く見られます。

このような場合、他部署に既に書類が回っている

ケースがほとんどであり、そのやりとりにも時間

を取られている現状があります。なお、承認が不

要となった場合には適切に整理してください。 
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 次に、承認申請書の作成における留意事項につ

いて説明いたします。 

 

 
 

 一変及び軽変において、別紙規格の項目が一つ

も無くなる際には、本スライド「変更後」のよう

に記載してください。これは、システム上、変更

後のように上書きをしない限り、変更前の規格が

残ってしまうためです。例えば、元々別紙規格成

分がＡ、Ｂ、Ｃの３成分あり、これらを全て削除

する場合、本スライド「変更後」のように記載し

てください。Ａ、Ｂ、Ｃのうち、二番目のＢのみ

を削除する場合は、Ａ、Ｃのみを記載することで

問題はなく、連番999を入力する必要はありませ

ん。お手数ですがご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 
 

 このスライドに示した「原則使用しない溶媒」

は試験に使用しないで下さい。また、「極力使用し

ない溶媒」についても使用を控え、やむを得ず使

用する場合でも、他の溶媒での検討結果を必ず提

出して下さい。一変申請の場合も同様の対応をし

て下さい。検討結果を提出した上で承認された場

合は、その後も代替溶媒の検討を続け、試験方法

を確立次第、速やかに一変を行ってください。 

 

 
 

 漢方製剤の含量規格について、原則として３指

標成分で設定を行ってください。設定できない場

合は検討した結果を添付資料などで充分に説明す

る必要があります。溶かして服用する漢方製剤は、

溶解試験を規格に設定してください。このような

剤形の場合には、溶解させて全て溶かし切ること

ができるかが重要となります。残留物が認められ

る場合は、溶かして服用する用法は原則として認

められませんのでご注意願います。 

 また、分割服用の可能性がある製剤については、

封を切った場合の吸湿性に関する安定性試験結果

を提出してください。 
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 「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

然その処方に該当することから、基準内処方とし

て申請して下さい。なお、平成24年８月30日付薬

食審査発0830第１号審査管理課長通知「一般用漢

方製剤承認基準の改正について」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。 

 

 
 

 一変申請時の注意事項として、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に

関する項目を設定し、適合性調査を「有」として

下さい。この際、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。 

 

 
 

 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。 

 

 
 

 次に、承認申請添付資料等についての留意事項

について説明いたします。 

 

 
 

 申請時に安定性試験が終了している場合は、必
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ずその試験結果を添付して下さい。 

 安定性試験の開始時期について、安定性試験中

に申請をすることは可能ですが、必ず試験を開始

した上で申請してください。なお、申請時点で安

定性試験継続中の場合は、必ず【備考２】欄に安

定性試験継続中のコードを記入し、【その他備考】

欄に試験終了予定日を記入してください。 

 

 
 

 申請時に添付されていない安定性試験結果の提

出時期については、審査に入る前の段階または審

査時の照会においてこちらで指示いたします。そ

れまでに試験が終了しても、資料が散逸する恐れ

があるため、提出を待つようにして下さい。 

 申請後の試験の結果で、安定性が確認できなか

った場合でも処方変更は認められず、不承認とな

ります。安定であることが充分に見込まれる処方

で申請するよう留意して下さい。 

 

 
 

 別紙規格とする成分について、規格設定の妥当

性に係る審査の効率化のため、「別紙規格の設定根

拠となる資料」、具体的には医薬品における承認前

例等を示して下さい。改正薬事法の施行以降、毎

回お願いしておりますが、現在でも示されていな

いケースが多く見られます。なお、承認前例を示

す場合には、販売名や承認番号等、可能な限りの

情報を記載して下さい。示された別紙規格内容と

異なる箇所がある場合には、設定の根拠となる実

測値資料を提出してください。 

 

 
 

 添付資料等の提出部数について、規格及び試験

方法に関する資料等の添付資料や製造工程図等の

参考資料は、１部のみの提出で差し支えありませ

ん。なお、新旧対照表や外字表等の別紙は、承認

申請書の一部であることから３部提出する必要が

ございますので、ご留意ください。 

 

 
 

 後に、簡易相談の留意事項について説明いた

します。 
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 簡易相談の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が

あります。目安として質問は３つまで、開発予定

製剤の申請区分の判断の場合は処方案は５つま

で、添加物の確認の場合は５成分までとしてくだ

さい。 

 前例表には区分の判断に必要な前例以外は示さ

ないでください。調査時間の関係もあり、示され

た全ての前例について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。申請区分や

添加物の前例確認に関する相談の際、成分の規格

の妥当性や規格を含めた前例確認については確認

できないため、有効成分や添加物の規格は記載し

ないでください。関連する相談等を以前行ってい

る場合は、必ず相談実施日を相談申込用紙に記載

してください。また、FAX で資料を提出される際

は、文字に網掛けされてしまうと判読しづらいた

め避けて下さい。小さい文字についても同様です

ので、なるべく大きな文字で記載していただきま

すようお願いいたします。 

 

 
 

 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場合によっては

困難であることをご理解ください。従って、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 PMDA 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。なお、対面助言を受けた品目

についても同様に対応してください。 

 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、PMDA には企業出身者に対

する就業制限があるため、当日担当者が急に出席

できず、相談を保留せざるを得ない場合がありま

すので、充分にご注意いただきたく思います。 

 

 
 

 一般薬等審査部の各審査担当部門の連絡先はこ

ちらです。 

 「間違い電話」、「間違い FAX」が多発しており

ます。連絡の際は「０」発信の有無を含め電話番

号、FAX 番号をよくお確かめください。 
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 ご静聴ありがとうございました。 
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