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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。 

 改正薬事法の施行は来月11月25日とされています。これに先立ち、本年４月には指定薬物に係る法改正が

行われ、また、６月には一般用医薬品の販売制度に関する法改正が行われました。インターネット販売です。 

 

 そして、11月施行分に関しましては、大きく３つのポイントが挙げられます。 

 

  １つ目、医薬品・医療機器等に係る安全対策の強化 

      添付文書の届出制が導入されます。各社社内体制の整備を進められていることと思います。 

  ２つ目、医療機器の特性を踏まえた規制の構築 

      医療機器と体外診断用医薬品の製造販売業と製造業については、医薬品とは章が分かれます。

製造業は許可制から登録制に変わります。 

  ３つ目、再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築 

      再生医療等製品については、新たに、条件・期限付承認制度が創設されます。 

 

 また、薬事法の題名が「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」に改めら

れます。略称は「医薬品医療機器等法」。勿論、「薬事」という言葉は残りますが、法律の名前としては「薬

事法」ではなく「医薬品医療機器等法」。 

 

 ７月30日以降は、改正薬事法施行のために必要な各種政令・省令・施行通知・運用通知等が多数発出され

ている状況です。これからも、11月25日に向け、そして、施行後においても、多くの運用通知や事務連絡・

Q&A 等の発出が想定されます。 

 

 環境の変化は、法律の改正だけではありません。 

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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 PMDA の第3期中期計画。５月には「健康・医療戦略推進法」や「日本医療研究開発機構法」。６月には「先

駆けパッケージ戦略」、７月には「健康・医療戦略」が策定されています。 

 

 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

の中で十分ご説明いただけると考えております。 

 

 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、これらに伴う各種解釈や運用。 

 

 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 の新たな取組みについて」お話しさせて

いただきたいと思います。 

 ここでは、日本再興戦略や健康・医療戦略等を

踏まえた、PMDA の新たな取組みについて、第３期

中期計画の内容を中心にご説明いたします。 

 

 

 

 平成25年６月14日に、わが国の経済再生を目指

す新たな成長戦略である「日本再興戦略」が閣議

決定されました。 

 この中の｢戦略市場創造プラン｣のテーマの１つ

に｢健康寿命の延伸｣が掲げられており、「必要な世

界最先端の医療等が受けられる社会」が目指す社

会像であることが記載されています。 

 具体的には、革新的な医薬品・医療機器・再生

医療等製品を世界に先駆けて開発し、迅速な審

査・承認を経て、実用化するとともに、世界に輸

出することで、日本の革新的医療技術の更なる発

展につながる好循環が形成されている社会を目指

すとされています。 

 このための施策として、 

● PMDA の体制を質・量の両面で強化し、市販後

の製品の品質確保や安全対策にも留意しつつ、

更なる審査の迅速化、すなわち審査ラグ「０」

の実現と質の向上を図ること 

● 医療分野の開発研究の一元的な支援と管理、

基礎研究から臨床への橋渡し、質の高い臨床研

究・治験が確実に実施される仕組みの構築を行

うこと 

 など、研究開発から実用化につなげる体制の整

備などを講じることが求められています。 

 なお、平成26年６月24日には「日本再興戦略改

定2014」が閣議決定されています。 

 昨年閣議決定された内容に加えて、「先駆けパッ

ケージ戦略」の推進により、世界に先駆けた革新

的医薬品・医療機器等の実用化の推進などに取組

んでいくことが掲げられています。 

 先駆けパッケージ戦略の一環で創設する「先駆

け審査指定制度」については、運用などの詳細に

ついて、現在厚生労働省で検討していく予定です

が、PMDA としても、厚生労働省と連携を図りつつ、

対応していく予定です。 

 

 

 

1.  PMDA の新たな取組みについて 

審査管理課
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 また、昨年の｢日本再興戦略｣の閣議決定と同日、

関係大臣申し合わせ事項としての｢健康・医療戦

略｣がとりまとめられました。 

 この申し合わせとしての「健康・医療戦略」に

おいて掲げられる基本理念には、健康長寿社会の

実現、経済成長への寄与、世界への貢献の３つが

あり、そのための戦略の一つとして PMDA の強化が

挙げられています。 

 PMDA の強化の具体的な内容としては、薬事戦略

相談事業の拡充・強化、創薬支援ネットワークと

緊密に連携する相談事業の整備・強化とともに、

PMDA 自らが臨床データ等を活用した解析や研究

を推進することが記載されています。 

 PMDA は、日本再興戦略や健康医療戦略など、

国・社会からの要請に対応すべく、後ほど、ご説

明させていただく第３期中期計画を策定したとこ

ろです。 

 

 

 

 健康・医療分野における取り組みにつきまして

は、本年５月23日に健康・医療戦略推進法が成立

いたしました。 

 また、推進法第17条第１項に基づき、昨年取り

まとめられた「健康・医療戦略」をもとに新たな

「健康・医療戦略」が７月22日に閣議決定されて

おります。 

 PMDA の強化に係る内容などについては、この

「健康・医療戦略」にそのまま引き継がれており

ます。 

 

 

 

 こちらのスライドは、日本再興戦略や健康・医

療戦略に加え、のちほど講演予定の医薬品医療機

器等法の施行などを受けて、第３期中期計画中、

すなわち、平成26年度から５年間における PMDA

の主要課題と対応策をまとめて示しています。 

 今後５年間の主要課題としては、審査ラグ「０」

の実現、開発ラグ解消の支援、及び安全対策の更

なる強化が挙げられます。これらの主要課題への

主な対応策として、例えば、審査の更なる迅速化

を図り、承認の予見性の向上を図ること等、スラ

イドでは緑色で示した取組みを行っていく計画と

なっています。 

 また、これらの対応策を着実に実行していくこ

とにより、PMDA は、世界第一級の審査・安全対策

機関の地位を確立することを目指しています。 

 スライドに示したとおり、主要課題への対応策

を適切に講じていく大前提として、欧米並みの体

制と優秀な人材の確保が必要となります。 

 

 

 

 それでは、ここからは、第３期中期計画のポイ

ントにつきまして、ご説明します。 

 まず、法人全体としては、先ほどもご説明した

審査の迅速化や安全対策向上のため、常勤職員を

第２期中期計画末の751人から1065人までに、段階
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的に増員していく計画となっています。 

 このため、給与水準の適正化、働きやすい勤務

環境の整備、戦略的な人材確保のあり方の検討な

ど、優秀な人材の確保に取組んでいく予定です。 

 

 

 

 続いて、審査業務等に関する第３期中期計画の

ポイントをご説明します。 

 審査等業務の取組み内容については、大きく分

けますと 

 

● 審査ラグ「０」の実現と審査の質の向上 

● 「PMDA 自らによる臨床試験データ等を活用し

た解析の実施」などの新しい審査方式の導入 

● 開発ラグ解消支援のため、個別の試験・治験

のプロトコル等だけでなく、開発全体のロード

マップへの助言も実施する等の薬事戦略相談の

拡充 

 

 の３点がございます。 

 これら取り組みに内容については、このあと、

ご説明します。 

 

 

 

 まず、審査ラグ「０」の実現に向けて、新たな

数値目標や主な取組みを示しました。 

 新医薬品の総審査期間については、第２期中期

計画では、いずれも50％タイル値（中央値）で優

先審査品目９カ月、通常審査品目12カ月を目標と

して設定してきました。 

 

 第３期中期計画中には、段階的に％タイル値を

引き上げ、平成30年度までに、申請品目を広くカ

バーできる80％タイル値でこれらの審査期間を達

成することを目標としています。 

 これにより、革新性が高いなどの難易度の高い

品目についての審査ラグが解消されるとともに、

患者にとっても、企業にとっても、承認時期の予

見性が高まることが期待されます。 

 

 

 

 続いて、後発医薬品や一般用医薬品等の新たな

数値目標や主な取組みについてご説明します。 

 後発医薬品については、 

 第三期中期計画中にはジェネリック医薬品等の

専門の部を設置し、適切な審査員の増員および配

置を行うことで審査の迅速化を図る予定です。 

 また、新規ジェネリック医薬品を対象とした審

査報告書を作成、公表することにより、審査の透

明性を確保し、また、生物学的同等性評価の複雑

化、開発製剤の多様化に対応できるよう、生物学

的同等性試験ガイダンスの作成を行う予定です。 

 さらに、添付資料フォーマットの見直し

（CTD/eCTD）による医療用後発医薬品の審査の効

率化を図る予定です。 

 審査期間については、第２期中期計画では、後

発医薬品は一律で行政側期間10カ月を目標として

取組んできましたが、平成30年度までに50％タイ

ル値（中央値）で新規ジェネリックは行政側期間

10カ月、一部変更通常は総審査期間10カ月、試験

法変更などは総審査期間６カ月、迅速審査品目は

総審査期間３カ月を達成するという、より精緻な

目標設定といたしました。 
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 対面助言については、申込全件について相談が

実施できるようその運用方法の改善を平成26年度

中に検討し、相談者のニーズに適合するよう、新

たな相談区分の必要性について検討し、制度の充

実を図る予定です。 

 要指導・一般用医薬品、医薬部外品については、 

現在の「殺虫・殺そ剤」については、「防除用医薬

品」「防除用医薬部外品」といった新たな区分を本

年中に設けることとしています。 

 また、要指導・一般用医薬品審査においては要

指導医薬品制度の新設などに対応するため、毒性、

臨床に関する担当審査員を配置するほか、安全対

策及び信頼性保証業務の経験を有する人材を確保

し、審査の迅速化・効率化を図る予定です。 

 また、医薬部外品においても新規性の高い品目

の審査の迅速化を図るとともに、厚生労働省が策

定する医薬部外品原料規格などの医薬部外品に関

する基準作成や添加物の品質規格の整備等を通

じ、審査の効率化を進めていく予定です。 

 審査期間については、平成30年度までに50％タ

イル値（中央値）で要指導・一般用医薬品では行

政側期間７カ月、医薬部外品では行政側期間5.5

カ月を目標に設定しています。 

 相談制度については、学会や医療関係者等との

連携を強化し、最新の医療動向や医療ニーズを踏

まえた相談制度を拡充すべく、引き続き検討する

予定です。 

 

 

 

 体外診断用医薬品については、適切な増員や配

置により審査体制の強化を図るとともに、審査の

迅速化・透明化、相談業務の拡充を図っていく予

定です。 

 再生医療等製品については、条件・期限付承認

制度に適切に対応していきます。 

 また、薬事戦略相談や申請前相談等を受けた後

に申請されるよう、各種相談の活用について関係

者への周知徹底を図るとともに、必要な体制整備

を行っていく予定です。 

 審査期間については、行政側期間で９カ月を目

標に設定しています。 

 

 

 

 こちらのスライドは、医薬品医療機器等法の施

行に伴い導入される再生医療等製品の条件・期限

付承認制度の概要をお示ししています。 

 このような新しい審査方式の導入に適切に対応

するための体制を整備していく予定です。 

 

 

 

 新しい審査方式の導入について、２つめの取組

みとしては、事前評価相談の改善が挙げられます。 

 医薬品事前評価相談は、申請前の開発段階から

品質、非臨床、臨床に関する提出可能なデータに

基づき事前評価を行うものですが、今後、計画的

に相談体制の強化を行い、平成30年度までに、医

療上の必要性の高い、優れた医薬品等について、

希望のあった全ての相談に対応していく計画とな

っています。 
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 こちらのスライドは先進的な解析・予測評価方

法を用いた審査・相談体制の構想の概要を示した

ものです。これは、新しい審査方式の導入の３つ

めの取組みとなります。 

 後ほどご説明しますが、承認審査の際に PMDA

自らが申請電子データを先進的手法を用いて解析

することで有効性・安全性の予測向上、申請者の

作業負担の軽減、より科学的な議論・意思決定を

実現し、これにより審査の効率化・高度化を図り

ます。 

 また、蓄積したデータについて、PMDA において、

製品に共通する情報の解析を進めることで、相

談・開発支援の高度化や世界をリードする提言、

ガイドライン等の作成につなげ、開発の期間短縮

とコスト削減を図ります。 

 このような合理的で効率的な評価・判断プロセ

スの構築により、日本発の革新的な医薬品・医療

機器の創出につなげることが期待されます。 

 平成28年度以降、承認申請を行う品目を対象に、

臨床試験成績のデータの収集、蓄積を目的として、

電子データの提出を求めていきます。 

 提出対象となる品目や資料の範囲などは、平成

26年６月20日付け審査管理課長通知「承認申請時

の電子データ提出に関する基本的考え方につい

て」に記載されていますので、ご確認いただけれ

ばと思います。 

 

 

 

 こちらのスライドは、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、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、また、

将来的には、蓄積されたデータを有効利用して品

目横断的な情報を統合することにより、審査・相

談やガイドライン作成等への利活用を促進し、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。 

 このように多くの品目のデータに新たな価値を

付加して革新的医薬品の開発に生かしていくこと

は、全ての品目情報を入手できる審査当局でしか

できないことです。 

 

 

 

 こちらのスライドは、現時点で想定・期待され

る電子データの受け入れ・利活用へのプロセス案

ですが、長期的にはまだ不確定な部分も多いこと

をご承知おきください。 

 今後、承認申請時の電子データの受け入れ体制

を整備し、平成28年度以降に、審査においてデー

タの活用が進むとともに企業負担が減少すること
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が期待されます。 

 平成30年度までにはデータ提出範囲の拡大等も

視野に入れており、また、個別品目の審査におけ

る更なるデータ活用が見込まれます。 

 場合によっては、品目横断的な解析は一部前倒

しで実施されるかもしれませんが、平成31年度以

降には収集したデータを活用した品目横断的な解

析の検討、特にアジア地域に注目した疾患別ガイ

ドラインの作成等が期待されるところです。 

 

 

 

 開発ラグ解消への支援策として、今後さらに薬

事戦略相談を拡充していく予定です。 

 拡充の範囲は、スライドの赤字の部分となりま

す。 

 これまでの各試験プロトコルへの助言に加え

て、希少疾病用医薬品や難病等のアンメットメデ

ィカルニーズへの対応として、アカデミア主導の

検証的な臨床試験プロトコル等への助言も対象と

していく予定です。 

 また、個別の試験への助言だけでなく、開発初

期からのロードマップ相談も実施していく予定で

す。 

 臨床から実用化への橋渡し機能については、平

成27年４月１日設立予定の日本医療研究開発機構

とも連携を図りつつ、薬事戦略相談などを通じて、

出口戦略の策定支援などに積極的に関与していく

予定です。 

 

 

 

 医薬品・医療機器等の安全対策を充実するため、

自己財源も活用し、必要な体制強化を図っていき

ます。 

 また、第３期中期計画中に、 

 患者からの副作用報告等の副作用・不具合情報

の収集の強化や 

 医療情報データベースや患者登録システム（レ

ジストリ）の構築による情報収集体制の強化、 

 PMDA メディナビの登録数拡大による情報提供

の徹底、 

 予防接種法の副反応報告への対応 

 といった４つの取り組みを中心に安全対策の強

化を図っていく予定です。 

 

 

 

 医薬品等を必要とする医療の現場に速やかに届

けるためには、品質、有効性、安全性について、

科学的な根拠に基づく的確な予測、評価、判断を

行い、倫理観をもって、国民が使ってよいかとい

う観点から、見定めることが必要となります。 

 そのための科学であるレギュラトリーサイエン

スの推進が一層重要となります。 

 最新の科学技術の成果を踏まえた迅速・的確な

評価手法の確立などの研究を進めていくために、

今後も外部専門家から構成される科学委員会等を
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活用していく予定です。 

 また PMDA 自らが主体となって研究を進められ

るよう、外部機関とも連携しつつ、レギュラトリ

ーサイエンス研究の実施体制・環境の整備を図っ

ていく予定です。 

 

 

 

 ご案内のとおり、医薬品の開発・製造・流通・

販売がグローバルに行われる中で、PMDA 業務の国

際化は益々進んでいます。 

 このような状況を踏まえ、これまで｢PMDA 国際

戦略｣、｢PMDA 国際ビジョン｣、及び｢PMDA 国際ビジ

ョンロードマップ｣を作成し、これらに基づき、国

際化への対応を強化してきたところです。 

 第３期中期計画中の主な取組み内容はスライド

に示したとおりです。 

 これまでに作成した｢PMDA 国際戦略｣等に基づ

き、厚生労働省とともに、欧米やアジア諸国等と

の連携を図り、積極的に国際活動を推進していく

予定です。 

 また、その結果として、薬事規制における日本

や PMDA の国際的地位の確立を目指していきます。 

 以上、PMDA の新たな取組みについて、第３期中

期計画の内容を中心にご説明いたしました。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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 医薬品医療機器等法の施行に向けてについてお

話します。 

 

 

 

 昨年11月20日に第185回国会にて成立し、同年11

月27日に公布された医薬品医療機器等法は、本年

11月25日に施行することとされております。 

 医薬品医療機器等法の施行に向けては、本年７

月30日に「薬事法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政

令」が公布され、「薬事法施行令」及び「薬事法関

係手数料令」をはじめ関係政令が改正されており

ます。 

 また、同日付で、「薬事法等の一部を改正する法

律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の

施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」が公

布され、「薬事法施行規則」等の関係省令が改正さ

れております。 

 いずれも施行日は、本年11月25日となります。 

 さらに、本年８月６日付で医薬食品局長通知「薬

事法等の一部を改正する法律等の施行等につい

て」が、８月12日付で、医薬食品局長通知「薬事

法関係手数料令等の一部改正について」がそれぞ

れ発出されております。 

 その他、医薬品医療機器等法の施行に伴う様々

な通知が発出されておりますので、厚生労働省の

ホームページなどでご確認いただければと思いま

す。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、医薬品医療機器等法の

概要についてご説明いたします。 

 改正の趣旨は、大きく分けて３点あります。 

 １点目は、医薬品、医療機器等の安全かつ迅速

な提供の確保を図るため、添付文書の届出義務を

創設するなど安全対策を強化すること、 

 ２点目は、医療機器の登録認証機関による認証

範囲の拡大などの医療機器の特性を踏まえた規制

を構築すること、 

 ３点目は、再生医療等製品の条件及び期限付承

認制度の創設などの再生医療等製品の特性を踏ま

えた規制を構築すること 

 であります。 

 １点目の安全対策の強化については、後ほど「医

2. 医薬品医療機器等法の施行に向けて 

審査管理課
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薬品の市販後安全対策について」の項目にてご説

明します。 

 ここでは、医療機器や再生医療等製品に係る改

正やコンビネーション製品に係る取り組みなどに

ついて、概要などを簡単にご説明します。 

 また、法改正により、「薬事法」の題名が「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」に改まりますので、これまで皆

様が提出された申請書や届出書などに記載の法律

名称は、施行後、この新名称となりますので、ご

注意頂きますようよろしくお願いいたします。 

 また、行政側が発行する承認書や許可証等に記

載する法律名称については、施行後に申請された

ものについては、この新名称となりますが、施行

前の申請に基づく、承認書や許可証等に記載する

法律名称は、「薬事法」となりますので、その旨ご

承知おき願います。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、法律における章の構成

をお示ししています。 

 医薬品医療機器等法では、あらたに医療機器と

体外診断用医薬品の製造販売業と製造業の取り扱

いについて、医薬品とは別に新たな章が設けられ

ました。 

 また、再生医療等製品についても同様に新たな

章が設けられております。 

 医療機器と体外診断用医薬品の販売業、賃貸業

あらため貸与業（たいよぎょう）、修理業はこれま

でどおり、同一の章構成となります。 

 再生医療等製品の販売業については、新たな節

が設けられております。 

 

 

 

 

 医療機器の分類と規制についてご説明します。 

 医療機器については、国際整合性を踏まえ、機

能の障害が生じた場合に人の生命及び健康に与え

る影響に応じた規制がなされています。 

 これまで、人体へのリスクが極めて低いと考え

られるクラスⅠ（一般医療機器）については届出、

リスクが比較的低いとされるクラスⅡ（管理医療

機器）のうち、厚生労働大臣が基準を定めた指定

管理医療機器については民間の登録認証機関によ

る認証、人体へのリスクが比較的高いクラスⅢや

生命の危険に直結する恐れのあるクラスⅣ、いわ

ゆる高度管理医療機器については厚生労働大臣の

承認が必要とされていました。 

 今回の改正により、ある程度承認のスキームが

確立され、基準の作成が可能な後発の医療機器に

も、登録認証機関による認証範囲を拡大していく

こととし、施行日までに「ヘパリン使用人工心肺

回路用血液フィルタ等」、「インスリンペン型注入

器」の認証基準を作成することとしています。 

 

 

 

 単体プログラムとは、汎用コンピュータ等にイ

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を言いますが、この単体プロ

グラムについては、現行の薬事法ではソフト部分

のみでは規制の対象とならず、ハード部分に組み



―  ― 12

込んだかたちで規制されていました。 

 今回の改正より、疾病の診断・治療等に用いる

「プログラム」又は「これを記録した記録媒体」

を医療機器の範囲に加え、製造販売の承認等の対

象とすることとしました。 

 具体的には、医療機器で得られたデータを加

工・処理し、診断又は治療に用いるための指標、

画像、グラフ等を作成するプログラムや治療計

画・方法の決定を支援するためのプログラムなど

が考えられます。 

 医療に関するプログラムの医療機器への該当性

についての基本的な考え方については、プログラ

ム医療機器により得られた結果の重要性に鑑みて

疾病の治療、診断等にどの程度寄与するのか、ま

た、プログラム医療機器の機能の障害等が生じた

場合において人の生命及び健康に影響を与えるお

それを含めた総合的なリスクの蓋然性がどの程度

あるかを考慮し、パブリックコメントにて意見を

募集した上でその範囲を明確化します。 

 単体プログラムを医療機器として取り扱うにあ

たり、その対象範囲や審査方法、申請書の記載方

法などやプログラムの変更に関する具体的な取り

扱いは、今後、告示、通知において示すこととな

ります。 

 

 

 

 医療機器及び体外診断用医薬品の製造業につい

ては、これまで医薬品と同じ条文で規定されてい

ましたが、今回の改正により、医療機器及び体外

診断用医薬の製造業の条文が独立して設けられま

した。 

 これまで、国内で医療機器等を製造する場合は

許可制、海外で日本に輸出する医療機器等を製造

する場合は認定制となっておりましたが、改正後

は、どちらも登録制になり、また、一般、滅菌、

生物、包装などといった製造区分を設けないこと

となります。 

 なお、製造業の登録の範囲の考え方については

通知にて示しております。 

 また、申請先について、これまでは、国内にお

ける生物由来の医療機器や放射性体外診断用医薬

品などの製造所の業許可申請先は厚生局とし、こ

れ以外の製造所の業許可申請先は、製造所所在地

の都道府県としていましたが、改正後、国内製造

業登録の申請先は、都道府県となります。 

 

 

 

 許可制から登録制に移行しますが、登録にあた

っては、これまでと同様の審査が行われます。 

 ただし、添付資料について一部簡素化し、これ

まで欠格要件の確認に用いられていた医師の診断

書については、改正後、国内海外を問わず欠格要

件に該当しないことを疎明する書類に代えること

が可能となります。 

 この点、医薬品の製造所についても同様で、国

内海外を問わず、許可又は認定の申請にあたって

提出する医師の診断書を、欠格要件に該当しない

ことを疎明する書類に代えることが可能となりま

す。 

 また、医療機器及び体外診断用医薬品の製造所

の登録にあたって、構造設備に関する書類等につ

いては、これまで製造所内部の詳細な図面等をご

提出いただいておりましたが、改正後は、登録を

受けようとする製造所の場所を明らかにした図面

で良いこととなります。 

 なお、医薬品等の製造所については、これまで

どおり施設の詳細な図面が必要となりますが、医

療機器や体外診断用医薬品については、構造設備

に係る規程が QMS 省令に移行されたことに伴う措

置ですので、その点ご理解願います。 
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 使用成績評価制度とは、医療機器及び体外診断

用医薬品について、従来の再審査・再評価制度に

代わる制度として導入されるものです。 

 これまでは、医薬品と同様に医療機器等の承認

後一定期間、製造販売業者が実際に医療機関で使

用されたデータを集め、当該データに基づき承認

された医療機器等の効能効果や安全性について、

再度確認をしておりました。 

 改正後においては、厚生労働大臣が指定する製

品について、製品の特性に応じて期間を設定し、

当該期間中に使用成績に関する調査を行うことと

なります。 

 当該制度を含め、医療機器及び体外診断用医薬

品に係る制度の改正の具体的な取り扱いについて

は、今後、医療機器審査管理室長 あらため、大

臣官房参事官 医療機器・再生医療等製品審査管

理担当より通知等をもってお示しします。 

 

 

 

 続いて、QMS 制度の改正についてご説明します。 

 QMS 制度については、「国際整合性への配慮」及

び「規制の合理化」の観点から、今回の法改正に

より、特に大きく制度が変更となります。 

 まず、国際整合化の観点からの説明になります。 

 従来の製造所ごとの QMS 体制から、製造販売業

者を中心とした製品の製造工程全体の製造管理、

品質管理の体制に改まります。 

 QMS 省令は、国際規格である ISO13485相当部分

と国内での品質等の確保のために必要な規制を

「追加的要求事項」として明確化することで、グ

ローバルな活動をされている事業者においては、

日本及び海外の規制当局に対し、基本的に共通の

対応をとることができ、追加的要求事項について

国内向けの対応をすれば良いこととなります。 

 また、規制の合理化を図り、これまで製品ごと

の調査としていましたが、改正後は、医療機器等

を製品群に分類し、基準適合証という証明書を利

用した、製品群ごとの調査を行う制度となります。 

 また、当該改正により、QMS 調査実施者が見直

され、都道府県による承認時及び定期の QMS 調査

はなくなり、承認品目は PMDA で、認証品目は登録

認証機関でそれぞれ調査が実施されることとなり

ます。 

 ただし、法第69条に基づく立入検査等について

は、引き続き、原則、都道府県が行うこととなり

ます。 

 

 

 

 これらの制度改正への対応として、省令レベル

では、QMS 省令等の改正に加え、２つの新しい省

令を公布しました。 

 なお、QMS 省令が製造業者の遵守事項から、製

造販売業者の遵守事項となったことから、従来の

製造販売業者の品質管理の基準であった GQP 省令

は、医療機器、体外診断用医薬品に係る部分が QMS

省令に取り込まれる形で、削除されます。 

 薬局等構造設備規則などは、医療機器及び体外

診断用医薬品の製造業が許可制から登録制に移行

したことを踏まえ、同じく QMS 省令に取り込まれ、

製造販売業者の責任において、製造に必要な設備

を明らかにし、備えることを求めることとしてい

ます。 

 新省令のうち、QMS の体制の基準に係る省令が、
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医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者に

おける新たな許可基準となり、QMS 省令の基準を

遵守するために必要な組織の体制及び人員の配置

を求めるものとなります。 

 もう一つの新省令である製品群省令は、基準適

合証による調査の合理化の根幹となる、医療機器

及び体外診断用医薬品の特性等を踏まえた分類を

示すものとなります。 

 省令自体は、製品群の名称を列記したようなも

ので、具体的な一般的名称と製品群との紐付けは、

別途、通知を発出しています。 

 

 

 

 先ほどのスライドの、QMS 省令及び QMS 体制省

令部分の概念図です。 

 従前、国際規格と国内独自の規制がまざってい

た部分が、ISO13485部分とそれ以外に章立てで明

確に分離されました。 

 従来の製造販売業の許可基準である GQP 省令や

構造設備規則は、基本的に ISO13485部分に移行し

ております。 

 また、総括製造販売責任者、国内品質業務運営

責任者等の規定は、第３章の追加的要求事項に規

定されています。 

 

 

 

 新しい QMS 制度での調査についての概念図で

す。 

 これまで、QMS 調査は、個々の製造所単位で行

い、それぞれの適合をもって、製造管理・品質管

理が適切であるかどうかを判断してきましたが、

改正後は、調査の対象が製造販売業者による製造

管理全体となります。 

 実際には、製造販売業者の事務所、各製造所そ

れぞれを調査対象として、全体として品質管理監

督システムがうまく回っているかを確認し、適合

性の判断を行うこととなります。 

 また、改正後は、設計を行う施設も登録の対象

となっており、QMS 調査の調査対象となります。 

 

 

 

 製造業者が、製造工程を外部委託している場合、

当該委託先が登録製造所であれば、その製造所と

しても独自の QMS 体制が求められることとなりま

す。 

 QMS 調査において、調査対象施設となるととも

に、製造販売業者自身も、当該製造所の QMS が適

切に運用されているかどうかの確認を行うことが

求められます。 

 このような、製造販売業者と製造所との関係は、

事業者ごと、あるいは製品ごとに様々なケースが

考えられますので、それぞれのケースごとに、適

切な QMS の体系を確立する必要があります。 
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 調査の結果、基準に適合していると判断された

場合、調査機関から基準適合証が交付されます。 

 基準適合証には、製品の一般的名称、製品群、

登録製造所及びその工程等が記載されます。 

 他の製品について QMS 調査が必要になったと

き、基準適合証の記載事項のうち、「製品群区分」

と「滅菌・最終製品保管区分を除く登録製造所」

が同じ場合には、調査申請そのものが不要となり

ます。 

 なお、滅菌、最終製品の保管の区分については、

それらの製造所が QMS 調査を受けたことがなけれ

ば、その他の部分が同じであっても、追加的調査

という QMS 調査を申請する必要があります。 

 基本的には、同一製品群であって、同一製造所

の組合せの場合には、調査の省略が可能となり、

QMS 調査の合理化を図る制度となっています。 

 

 

 

 

 

 続いて、再生医療等製品についてご説明します。 

 今回の法改正により、医薬品、医療機器とは別

に、新たなカテゴリーとして再生医療等製品が創

設されました。 

 ヒトの細胞や組織に培養等の加工を施して、人

体の失われた機能の再建や疾病の治療に利用する

「再生医療等製品」については、革新的な医療と

して実用化への期待が高まっています。 

 

 

 医薬品医療機器等法により、再生医療等製品に

ついて、安全性を確保しつつ、迅速な実用化を図

るため、条件・期限付承認制度が導入されます。 

 通常、医薬品等の実用化に当たっては、上の矢

印に示しているとおり、臨床研究、治験を経て、

有効性・安全性を確認し、審査・承認の後、市販

されることになりますが、再生医療等製品につい

ては、ヒトの細胞を用いることから、個人差によ

る「ばらつき」が生じるため、治験などでのデー

タの収集・評価に長期間を要する特徴がありまし

た。 

 これに対して、今回導入した新しいスキームで

は、承認審査において、安全性を確認した上で、

有効性については推定することにより、条件・期

限を付して承認できることとしております。 

 期限内に有効性とさらなる安全性の検証は行う

こととなりますが、患者がより早く革新的な医療

技術にアクセスすることが可能となります。 

 

 

 

 再生医療等製品の実用化を促進するにあたって

は、その品質、安全性を確保することが重要です。 

 今回、再生医療等製品の製造に当たって守るべ

き基準として、構造設備規則に再生医療等製品の

製造業に係る規程を追加するとともに、製造及び

品質管理の基準を創設いたしました。 
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 その概略についてはこちらのスライドにお示し

のとおりとなりますが、従来、医薬品等に対して

設けられていた基準を参考に、再生医療等製品の

特性を踏まえたものとして制定されています。 

 

 

 

 再生医療等製品の製造にあたっては、ヒトや動

物に由来する原料を用いますが、このような生物

由来の原料を用いた医薬品等に対しては、従来、

感染リスクを低減するために、ウイルスの不活

化・除去やドナーのトレーサビリティ確保に関す

る基準がありました。 

 この基準について、再生医療等製品の特性を踏

まえて、セルバンクを樹立するもののうち十分な

解析がされているものについては、その上流工程

でのトレーサビリティの確保を不要とするなどの

改正を行っています。 

 また、あわせて、ウシ等の反芻（はんすう）動

物由来原料について、国際的な動向を踏まえ、原

産国として利用可能な国を、原則、国際獣疫事務

局の評価に沿うものとする改正を行いました。 

 これにより、これまで使用可能だった国に、米

国、日本を含む十数カ国が加えられることとなり

ました。 

 この改正は、本年９月26日に公布され、改正法

の施行日である本年11月25日に適用されます。 

 

 

 コンビネーション製品については、これまで、

その取扱いの明確化について要望があり、平成24

年１月の薬事法等制度改正についてのとりまとめ

においても、「製造時の品質管理や副作用・不具合

報告の現在の取扱いを明確化」すべきとの指摘が

ありました。 

 そこで、今回の法改正を契機に、コンビネーシ

ョン製品の取扱いについて、明確化する通知を発

出することといたしました。 

 この通知では、コンビネーション製品の範囲、

該当性の判断、承認申請の取扱い、業許可等の範

囲、副作用報告の方法等について基本的な考え方

を整理する予定です。 

 また、副作用・不具合については、改正後の医

薬品医療機器等法の施行規則において、取扱いを

明示しております。 

 なお、皆様のお手元の資料では通知の発出予定

を８月９月としておりますが、まだ発出しており

ません。 

 

 

 

 発出予定の通知の概要をご紹介いたします。 

 大きく分けると４項目あり、 

 １点目としてコンビネーション製品の定義と該

当性判断、 

 ２点目として承認申請の取扱い、 

 ３点目として業許可等と品質管理・製造管理、 

 ４点目として副作用・不具合の報告 

についてとなります。 

 

 次のスライドから詳細な内容をご説明します。 
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 まずは、「コンビネーション製品」の範囲につい

てです。 

 コンビネーション製品は、「単独で流通した場合

には医薬品、医療機器又は再生医療等製品に該当

することが想定される薬物、機械器具又は加工細

胞等のうち、二つ以上の異なる種類のものを組み

合わせて一つの医薬品、医療機器又は再生医療等

製品として製造販売する製品」が対象となります。 

 つまり、薬物や機械器具等を組み合わせた製品

であっても、医薬品や医療機器等のいずれかに分

類することとし、医薬品、医療機器、再生医療等

製品のいずれに分類されるかは、その製品の主た

る機能や目的を勘案して個別に判断することとな

ります。 

 左下の図にありますように、薬物とシリンジを

あらかじめ組み合わせたプレフィルドシリンジ

や、特殊な針を同梱した薬物などは、コンビネー

ション製品として取り扱われることとなります。 

 ただし、PDT レーザーと光感受性物質の組み合

わせのように、個別に製造販売された製品を医療

機関で組み合わせてしようするものは、「コンビネ

ーション製品」対象外となります。 

 これは FDA におけるコンビネーション製品の範

囲とは異なりますが、審査の方法は従来とかわら

ず、PMDA 内の関連する審査部が適切に連携をとり

ながら審査を行っていきます。 

 

 

 

 コンビネーション製品の承認や業許可等と、製

造管理・品質管理についてです。 

 これまで、例えばプレフィルドシリンジにおけ

るシリンジ部分、いわゆるコンビネーション製品

の副構成体の部分については、製造販売の承認や

適合性調査の必要性について、取扱いが不明確で

した。 

 このため、取扱い通知において、副構成体の部

分については、製造販売の承認、製造業の許可等、

製造管理・品質管理の調査のいずれも不要とする

ことを明確化いたします。 

 その場合、製造管理・品質管理については、主

となる構成体に係る GMP 等の省令に基づき、適切

に購買管理等を実施していただく必要がありま

す。 

 

 

 

 コンビネーション製品の不具合報告について

も、これまで取扱いが不明確で、特に、例えばプ

レフィルドシリンジのシリンジ部分の不具合報告

については、薬事法施行規則上では報告義務の対

象となっていませんでした。 

 このため、省令上、明確に製造販売業者からの

不具合報告が必要となるよう改正することとし、

既存の品目については２年間の経過措置を設ける

予定としております。 
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 また、あわせて安全管理業務について、副構成

体の製造販売業者に委託できることとする規制緩

和も行うこととしています。 

 

 

 

 薬事法施行令に規定される輸出用医薬品につい

て、輸出届を届け出る場合、これまで製造業者が

これを届出ることとされていました。 

 改正後、製造行為を委託する場合において、当

該製造行為の全体像を的確に把握し、輸出用の医

薬品・医療機器等の適合性調査を適切に行えるよ

う、委託を受けた製造業者に代わり、当該委託を

した者が輸出届を届出ることとなります。 

 ここでいう、当該委託をする者とは、契約等に

より輸出用の医薬品等の製造を委託する製造販売

業者又は製造業者を言います。 

 契約により委託行為があった場合、「委託をした

者」が届出者となり、委託を受けた製造業者は輸

出届を届出ることができないこととなります。 

 委託行為が無い場合は、これまでどおり製造業

者が輸出届を届け出ることとなります。 

 なお、委託行為の有無について、厚生労働省や

PMDA では確認しませんので、届出の主体は製造販

売業者等において明確にしていただく必要があり

ます。 

 また、施行通知にも記載しておりますが、委託

を受けて製造しているものであっても、施行前に

製造業者が届け出た医薬品等の輸出届について

は、届出内容に変更が生じない限り、施行後にあ

らためて届け出る必要はありませんが、届出内容

に変更が生じた場合は、届出の変更届ではなく、

委託をした者が新規に輸出届を届け出ることにな

りますので、ご注意願います。 

 

 

 

 輸出用医薬品の製造を委託した場合、その輸出

届は製造委託した者が届け出ますが、製造業者と

しては、医薬品原薬や中間体、製材原料などの製

造方法を委託者に秘匿にしたいといったケースが

考えられます。 

 これまで、輸出届は製造業者が届け出されてい

たことから、こういった懸念はありませんでした

が、このようなケースについては、医薬品原薬な

どの製造方法を製造業者がマスターファイルに登

録することで、製造委託者に製造方法を明かす必

要がなくなり、委託者にとっても届け出に特段の

支障が生じなくなると考えられます。 

 こちらのスライドでは、輸出届の製造方法欄に

おいてマスターファイルに原薬の製造方法を登録

した場合の記載方法例を示しております。 

 また、この場合、輸出用医薬品適合性調査の申

請にあたっては、原薬等登録原簿申請書の写しを

添付頂き、調査機関に申請願います。 

 その他、輸出証明の話になりますが、法改正を

踏まえ、輸出証明書の発給申請に係る新たな局長

通知の発出を予定しています。 

 証明書に記載されている法律名の変更などの

他、再生医療等製品の証明書様式の新設や、これ

まで医薬品に含まれていた体外診断用医薬品を別

様式にするなど、一部取扱いの変更を予定してい

ます。 
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 最後に医薬品医療機器等法の施行に対応した

FD 申請ソフトの対応についてご説明します。 

 申請書等の様式については、新たな様式の追加

や従来様式への記載項目の追加などが行われま

す。 

 これらに対応した FD 申請ソフトにつきまして

は、改正法施行の本年10月24日配布を目標に、新

しいバージョンのものを準備しています。 

 新しい申請ソフトの形式につきましては、前回

の平成17年４月の改正法施行時とは異なり、全く

新しい申請ソフトになるのではなく、従来の申請

ソフトのバージョンアップ版として、FD 申請ウェ

ブサイトから配布いたします。 

 改良点としては、約200様式のうち約100様式に

ついて記載項目の追加や修正を行い、新しく約100

様式を追加する予定です。 

 特に体外診断用医薬品に関しては、医薬品から

独立し、新たに専用の様式で記載項目を整理しま

す。 

 一部の様式については、この新しいバージョン

の申請ソフトを用いて、従来の申請ソフトで作成

した申請書等の保存データを活用して、変更申請

書等の作成等が可能です。 

 ここでご注意頂く点がございます。 

 従来の様式から、記載データ項目等が大きく修

正された様式については、新規の様式として扱わ

れ、従来様式での保存データの移行機能が利用で

きず、新たに入力しなおす必要があります。 

 この場合、従来様式からの、項目ごとのコピー・

ペーストによる入力をお願い申し上げます。 

 また、従来の様式に若干の修正があった様式に

ついては、同一様式コードの別バージョンの様式

として扱われます。 

 この場合も、従来様式での保存データの移行機

能が利用できず、新たに入力していただく必要が

あります。 

 このあたりは、今後の改善課題とさせていただ

きます。 

 一方、コンピュータ技術面では、これまでは保

証されていなかった Windows 8.1オペレーティン

グシステムでの動作が保証されます。 

 従って、申請ソフトの実行に、最新の市販 PC

をそのままお使いいただくことが可能となりま

す。 

 

 以上、医薬品医療機器等法の施行に向けてにつ

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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 「医療イノベーションに向けた審査行政の動向

について」お話しさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 医療イノベーションに向けた主な「医療分野の

戦略」について、ご説明します。 

 本年５月に健康・医療戦略推進法が成立し、ま

た、６月から７月にかけて立て続けに医療イノベ

ーションに関連した戦略や方針が閣議決定されま

した。 

 医薬品や医療機器における革新的技術の実用化

など、医療分野におけるイノベーションの発信、

また、医薬品産業等の発展に対して、政府がこれ

まで以上に推進していくことをあらわしていま

す。 

 国民が更に健康な生活及び長寿を享受すること

のできる社会を構築すること、すなわち「健康長

寿社会の実現」は、成長戦略の柱であり、我が国

の急務とされています。 

 健康・医療戦略などにおいて、医薬品産業の発

展は、健康長寿社会の実現や経済成長への寄与に

直結するとされており、まさに成長戦略の柱を担

っているといっても過言ではありません。 

 また、我が国は世界でも数少ない創薬国の１つ

です。 

 我が国の医薬品産業が発展することは、世界中

の医療現場に、より有効性・安全性の高い医薬品

などをこれまで以上に供給できる可能性が高まる

ことから、世界への貢献といった、非常に大きな

役割を果たすことにもつながります。 

 ここで、医療イノベーションに関連した戦略を

ご紹介します。 

 本年６月24日に新たな日本再興戦略、及び、経

済財政運営と改革の基本方針2014、いわゆる骨太

の方針が閣議決定されました。 

 また、本年５月23日に第186回通常国会において

成立した「健康・医療戦略推進法」に基づき、７

月22日に健康・医療戦略が閣議決定され、同日付

で医療分野研究開発推進計画が内閣総理大臣を本

部長とする第２回健康・医療戦略推進本部におい

て取りまとめられました。 

 これらの戦略や方針に定められた施策をとおし

て、成長戦略の実現を果たしていくこととなりま

す。 

 

3. 医療イノベーションに向けた審査行政の動向に
ついて 

審査管理課
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 健康・医療戦略推進法について、ご説明します。 

 健康・医療戦略推進法の成立について、内閣総

理大臣は、第２回健康・医療戦略推進本部におい

て、次のとおり説明しています。 

 「例えば、医療分野の研究開発においては、 

 がんや認知症等の疾患の克服に向けた予防・診

断・治療法の確立や、 

 再生医療等の世界最先端の医療の迅速かつ安全

な提供、 

 優れた研究成果を革新的な医療品等の実用化に

つなげ、より早く医療現場に届けることに向けた

取組等を政府一体となってこれまで以上に力強く

推し進めてまいります。 

 また、健康長寿社会の形成に資する産業活動の

創出や、優れた医療の国際展開の促進により、国

内外の新たな市場の開拓に向けた取組を着実に進

めてまいります。」 

 ここで言われている取組等を具体化するため、 

 推進法第17条第１項において、「政府は、基本理

念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、

健康・医療戦略を定める」とされています。 

 当該条項に基づき、平成25年に取りまとめられ

た「旧 健康・医療戦略」が見直され、新たな「健

康・医療戦略」が閣議決定されました。 

 また、推進法第18条に即して政府が講ずべき医

療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果

の普及に関する施策として「医療分野研究開発推

進計画」の策定が進められ、推進本部において当

該計画が取りまとめられました。 

 

 

 

 健康・医療戦略推進法と同日づけで独立行政法

人日本医療研究開発機構法が成立いたしました。 

 医療分野研究開発推進計画では、独立行政法人

日本医療研究開発機構に期待される機能として、 

 「医療に関する研究開発のマネジメント」や「臨

床研究及び治験データマネジメント」「実用化へ向

けた支援」「研究開発の基盤整備に対する支援」「国

際戦略の推進」などをかかげており、医療分野研

究開発推進計画を推進する上で、中心的な役割を

担うこととされています。 

 

 

 

 続いて、「医療分野研究開発推進計画」について

ご説明します。 

 こちらのスライドでは、「医療分野研究開発推進

計画」における、医療分野の研究開発を推進する

上での課題についてお示ししています。 

 当該計画では、基礎研究の成果が創薬や医療機

器等の実用的診断・治療技術につながっていない

要因として、「基礎研究」、「臨床研究及び治験」、

「産業界」及び「国等の研究支援体制」の４点の

段階に見いだすことができるとされております。 
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 「医療分野研究開発推進計画」では、これらの

課題の解決に向けて求められる取組として、「基礎

研究成果を実用化に繋ぐ体制の構築」、「医薬品・

医療機器開発の新たな仕組みの構築」など10点の

項目を基本的な方針とし、それぞれの項目ごとに

施策があげられています。 

 この基本的な方針における当局関連の主な施策

を６点ほどご紹介します。 

 １点目としまして、研究成果の効率的な活用に

向けた薬事戦略相談の充実があり、PMDA における

薬事戦略相談制度の拡充を図ることとされていま

す。 

 ２点目としましては、レギュラトリーサイエン

スの推進があります。 

 推進法第13条第２項では、レギュラトリーサイ

エンスは「医療分野の研究開発の成果の実用化に

際し、その品質、有効性及び安全性を科学的知見

に基づき適正かつ迅速に予測、評価及び判断する

ことに関する科学」と定義されており、この研究

開発におけるレギュラトリーサイエンスを普及・

充実させることとされています。 

 ３点目としては、PMDA や国立医薬品食品衛生研

究所と大学、研究機関等との連携強化があります。 

 これらの機関の人材交流を通じて、人材の育成

や革新的な医薬品等の開発及び評価のためのガイ

ドライン等を作成することとされています。 

 ４点目としては、相談・承認審査・市販後安全

対策等による創薬、医療機器開発の支援がありま

す。 

 こちらでは、PMDA が自ら治験に係るデータ等を

活用した研究、解析を行い、審査・相談の質の高

度化を図ること、 

 医療情報データベースの安全対策等への利活用

に向けた環境整備を行うこと、 

 25年度に設置された PMDA－WEST において薬事

戦略相談や GMP 調査等を実施すること、 

 また、PMDA への新薬等申請添付資料について、

英語資料の受入れ範囲の更なる拡大について検討

することなどとされています。 

 ５点目としては、官民共同による医薬品開発促

進プログラムの推進があります。 

 医薬品開発のボトルネックを解消するための課

題を抽出し、その課題ごとに、アカデミア、製薬

企業、ナショナルセンター等の関係者が参画する

「技術研究組合」を形成し、集中的に研究を推進

する体制を構築することとされています。 

 ６点目としましては、医療の国際展開がありま

す。 

 日本の規制・基準等への理解度向上に向け、新

興国、途上国を中心とした国・地域の規制当局等

との対話を強化し、国レベルでの信頼関係の構

築・強化を図ることとされています。 

 また、最先端の技術を活用した医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の評価法について

の世界に先駆けた国際規格・基準の策定を提案し、

規制で用いられる基準として国際標準化を推進す

ることとされています。 

 これらの計画は、本年度から５年間を対象とさ

れていますが、研究開発をとりまく状況の変化を

勘案したフォローアップも行われていきます。 

 今後、これらの施策を実施するために必要な予

算などを確保し、課題解決に向けた取組等を行っ

てまいります。 

 

 

 

 日本再興戦略の改訂版や骨太の方針に施策とし

て盛り込まれた、医療用医薬品の一般用医薬品へ

の転用、いわゆるスイッチ化促進について、２点

ご説明します。 

 １点目は、PMDA の承認審査の予見性を高め、企

業の開発を促す観点から、具体的には、PMDA の第
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３期中期計画において、要指導・一般用医薬品に

ついて審査期間短縮に向けた目標設定を行政側審

査期間７か月とし、的確かつ迅速な審査を実施す

る予定です。また、新一般用医薬品開発妥当性相

談やスイッチ OTC 等申請前相談等についても、 

今年度４月から順次円滑に実施しているところで

す。 

 ２点目は、今後のスイッチ化の方向性について

になりますが、スライドにお示しした厚生労働科

学研究において、海外における制度の調査等を実

施するなど、現在、関係者間で検討を進めている

ところです。 

 この研究班の成果を踏まえ、今後、薬事・食品

衛生審議会でスイッチ OTC のあり方について議論

をお願いしたいと考えています。 

 

 

 

 日本再興戦略の改訂版に盛り込まれた先駆けパ

ッケージ戦略について、ご説明します。 

 厚生労働省では、がんや難病などの有効な治療

法がなく命に関わる疾患などに対し、革新的な医

薬品などを世界に先駆けて日本発で早期に実用化

することを目的に昨年12月から省内プロジェクト

チームを立ち上げ、検討を行っておりました。 

 そして、今年の６月17日に、「先駆けパッケージ

戦略」として取りまとめて、厚生労働省のホーム

ページなどで公表いたしました。 

 具体的には、こちら（スライド中央少し上）に

お示しのとおり、基礎研究から臨床研究・治験、

承認審査・安全対策、保険適用、企業活動の基盤・

環境整備、国際展開までをパッケージ化した内容

となっています。 

 具体的に取り組む内容については、スライド中

央から下にかけて示しております。 

 先駆けパッケージ戦略の中心として、重点施策

が２点あります。 

 １点目は、重点施策Ⅰとして掲げておりますが、

日本での開発を促進する「先駆け審査指定制度」

が、 

 ２点目は、重点施策Ⅱとして掲げておりますが、

重篤・致死的疾患治療薬の実用化を加速するため、

未承認薬・適応外薬検討会議の対象を一定の要件

を満たす欧米未承認薬に拡大するとともに、企業

が開発に着手しやすい環境を整える「未承認薬迅

速実用化スキーム」があります。 

 今後、平成27年度の予算要求過程などを通して、

これらの施策の具体化に取り組んでいく予定で

す。 

 今回は、先駆けパッケージ戦略の中でも、審査

管理課が中心となって行う重点施策の２つについ

てご説明します。 

 

 

 

 「先駆け審査指定制度」は、世界に先駆けて、

革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品を日本

発で早期に実用化するため、開発を促進する制度

です。 

 これまでは、ドラッグ・ラグの解消を目指して

取り組みを進めてきたところですが、以前に比べ、

審査ラグは解消されてきた状況を踏まえ、今回、

さらに一歩前に踏み出すこととしたものです。 

 イメージとしては、画期的な治療方法の一刻も

早い実用化が求められている疾患を対象として、

既存の治療法より大幅な改善が期待される医薬品

等を指定し、その品目の早期実用化を促進するた

めの方法として、 

 ①治験相談について、資料提出から治験相談の

期間をこれまでの２ヵ月から１ヵ月に短縮 

 ②実質的な審査の前倒しとなる、事前評価を充

実させるとともに、英語資料の提出も可とするこ

と 

 ③事前評価を活用しつつ、総審査期間について、
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これまでの優先審査の９カ月よりさらに短く、６

カ月を目標とすること 

 ④承認までに必要な工程の総合的なアドバイス

を行うため、PMDA 側に審査パートナーを設置する

こと 

 ⑤再審査期間を延長すること 

を考えております。 

 なお、先駆け審査指定制度の対象品目への指定

手続については、希少疾病用医薬品等と同様の方

法にするほか、指定基準に該当すると考えられる

ものについては、審査管理課から申請者に打診す

るスキームも考えています。 

 

 

 

 先駆け審査指定制度により、早期実用化を図る

ための具体的なイメージを示したものが、こちら

のスライドです。 

 第Ⅰ相試験から第Ⅱ相試験の臨床試験データ等

から先駆け指定を行い、 

 １点目として、治験相談までの期間を２カ月か

ら１カ月に短縮し 

 ２点目として、事前評価を活用しつつ、 

 ３点目として、承認審査のための総審査期間の

目標を12カ月から６カ月に短縮し、 

 ４点目として、これは場合によりますが、第Ⅲ

相試験の結果を承認申請後に提出することを認め

ることによって、 

 通常の承認審査や優先審査と比較して、早期に

医薬品等の実用化が図れるものと考えられます。 

 制度の運用方法については、平成27年度からの

運用開始を目指し、現在、検討を行っており、今

後、通知等により具体的に示すことを予定してい

ます。 

 

 

 

 「未承認薬迅速実用化スキーム」は、「医療上の

必要性の高い未承認薬・適用外薬検討会議」の検

討対象を欧米での既承認薬から一定の要件を満た

す欧米未承認薬にまで拡大し、企業に対して開発

要請を行うことで、世界に先駆けての重篤・致死

的疾患治療薬の実用化を加速するものです。 

 未承認薬・適応外薬の要望については、昨年の

８月から、要望を随時受け付け、随時評価を行う

ことにしております。 

 要望の対象は、欧米で未承認ものであっても、

重篤・致死的な疾患の治療薬として、スライド中

央付近に①から③として示すような要件を満た

し、開発の見込みがあるものについては、未承認

薬・適応外薬検討会議において医療上の必要性の

評価を行うこととするものです。 

 検討会議で医療上の必要性が高いと判断された

品目の承認申請までの流れについては、ほとんど

の品目は、企業に対する開発要請や開発企業の公

募を行い、治験により必要なデータを収集した上

で承認申請を行う従来と同様のスキームになるも

のと考えています。 

 この他、海外ベンチャー企業により開発がされ

ているもので、国内開発企業とのマッチングに時

間を要するものなどについては、臨床研究中核病

院などにおいて医師主導治験等に積極的に取り組

み、薬事承認に活用できるデータを取得し、また、

企業が開発に着手しやすい環境を整えた上で、開

発を進めることとしています。 

 革新的な医薬品の実用化の早期実現に向けて、

「未承認薬迅速実用化スキーム」をどのように反

映していくか等については、未承認薬・適応外薬

検討会議において年度内を目途に検討し、平成27

年度から開始することを考えています。 
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 平成26年６月に閣議決定された、日本再興戦略

の改訂版において、医療上の必要性の高い未承認

薬・適応外薬について、開発・承認を進める一方

で、治験の参加基準に満たない患者に対する治験

薬へのアクセスを充実させるための仕組みの導入

に向けた検討を進め、来年度から運用を開始する

こととされました。 

 アクセス制度については、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

報告された「薬事法等制度改正についてのとりま

とめ」の中で、 

 医療上の必要性が高い未承認医薬品・医療機器

のうち、国内で治験が行われている医薬品・医療

機器に限定して、一定の条件の下、治験の参加基

準に外れるなどの理由で治験に参加できない患者

に対しても当該医薬品・医療機器にアクセスでき

るための制度について、創設すべきとされており

ます。 

 実際の導入に当たっては丁寧に議論を進めるべ

きとされていたところです。 

 

 

 

 医薬食品局では、アクセス制度の導入に向け、

昨年度及び本年度の２年間、パイロット事業を実

施しております。 

 パイロット事業として、医療上必要性の高い抗

がん剤についての医師主導治験を、国立がん研究

センターにおいて実施しております。 

 治験薬の選定基準としては、未承認の抗がん剤

で、かつ FDA 又は EMA で承認を受けていること、

国内で検証的な試験を実施中であることなどとし

ております。 

 また、患者の選択基準としては、対象となる抗

がん剤について開発企業が実施する検証的な試験

における組み入れ基準から外れた患者などとして

おります。 

 これにより、アクセス制度実施上の課題の抽出

を行い、実施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、医療機関や患者団体、製薬

業界とも連携しつつ、27年度中に制度の円滑な導

入を目指すこととしています。 

 

 

 

 「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検

討会議」についてご説明します。 

 当該検討会議は、平成22年２月８日から開催し

ております。 

 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て、かつ、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き、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として開催しております。 

 募集する要望の条件について、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承認

されていることとし、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こ

と、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。 



―  ― 26

 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、374件の要望がありました。 

 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、290件の要望がありました。 

 また、第Ⅲ回の第一期要望募集は、平成25年の

８月1日から12月にかけて実施し、80件の要望があ

りました。 

 第Ⅲ回の第二期要望募集も本年の６月末に一旦

締め切り、現在要望の整理を行っているところで

す。 

 

 

 

 こちらのスライドは、検討会議における全体の

流れを示しています。 

 寄せられた要望については、重複の整理を行い、

次に未承認薬か適応外薬かの整理を行った後に要

望品目リストを作成します。 

 検討会議では、まず「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。 

 検討会議で医療上の必要性が高いとされたもの

については、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。 

 企業に開発を要請した品目については、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

を行います。 

 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。 

 平成26年度９月５日現在では、88件の医薬品に

適用されています。 

（参考：88件の内３件が承認前で保険適用されて

いる。） 

 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。 

 なお、第Ⅲ回要望につきましては、要望を継続

的に募集しており、定期的に取りまとめています。 

 

 

 

 ドラッグ・ラグの現状についてお話します。 

 ドラッグ・ラグは、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、特に審査ラグの解消は、有効で

安全な医薬品などの迅速な実用化を図る上で、必

要不可欠であることから、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

できました。 

 平成24年度におけるドラッグ・ラグの実態把握

のため、企業にアンケート調査等を実施したとこ

ろ、平成24年度の新有効成分含有医薬品の審査ラ

グについては、「０」となり、解消したといえる結

果がでました。 

 開発ラグについては、0.3年と依然としてラグが

あるものの、平成23年度の1.5年と比較して1.2年、

ラグが短縮された結果となっております。 

 しかしながら、このドラッグ・ラグ試算値は一

時的な改善傾向である可能性があり、恒常的に試

算した場合は、異なった試算値が算出される可能
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性があります。 

 この改善傾向を恒常的に達成していくために

も、先ほどの「PMDA の新たな取り組み」でもご説

明しましたとおり、審査体制の強化、更なる審査

の迅速化が必要です。 

 

 

 

 こちらのスライドは、開発ラグの解消に向けた

取組を示したものです。 

 開発ラグの解消に向けては、PMDA において相談

業務の拡充や体制強化による審査の予見性・質の

向上を図っていく必要があります。 

 また、治験におけるスピードやコストの改善を

するため、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。 

 

 

（注：本スライドの年の数字は、年度ではなく「年」） 

 

 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、より良い治験環

境、臨床研究・治験実施体制の構築などを目的と

した、臨床研究・治験活性化５か年計画2012に基

づく取組を開始しております。 

 近年は約600件前後の治験計画届が提出されて

おります。 

 平成25年度の届数は、608件でした。 

 

 

 

 開発ラグを解消するためには、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。 

 平成25年度の国際共同治験に係る治験計画届数

は169件で、治験計画届数の約３割が国際共同治験

に係るものとなり、増加傾向を示しています。 

 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。 
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 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、最近発

出した主な通知、ガイドラインについて、ご参考

まで、その名称を掲載しておりますので、後ほど

ご確認いただければと思います。 

 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。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、コンパニオン診断薬に

ついてご説明します。 

 医療分野研究開発推進計画では、2020年までに

企業への導出を目指して、医薬品審査と連携した

コンパニオン診断薬の評価手法に関する研究を推

進し、特に新薬については、原則として、コンパ

ニオン診断薬との同時審査の体制を整えるとされ

ています。 

 通常の体外診断用医薬品が、疾病の診断の補助

を目的に用いられるのに対し、医薬品の投与可否

の決定に用いられる体外診断用医薬品がコンパニ

オン診断薬になります。 

 コンパニオン診断薬は、それらを用いた検査結

果が特定の医薬品の使用に不可欠であるため、医

薬品と対応した際の実際の有効性を検証する必要

が生じる等、通常の体外診断用医薬品とは異なる

制度を構築する必要があります。 

 欧米では、2011年７月に FDA がコンパニオン診

断薬に関するドラフトガイダンスを発表し、基本

的な考え方を示すなど、各国でコンパニオン診断

薬に関する規制の方針が検討されているところで

す。 

 これまで、コンパニオン診断薬等及び関連する

医薬品の製造販売承認申請に係る留意事項や技術

的ガイダンスについての通知が発出されています

ので、ご確認いただければと思います。 

 

 

 

 国際関係について、ご説明します。 

 国際関係では、多国間、いわゆるマルチラテラ

ルの取組と、二国間での取組が主となりますが、

まずマルチの取組について、ご説明します。 

 試験方法やフォーマット等の標準化により、医

薬品開発・承認申請の非効率を減らし、結果とし

てよりよい医薬品をより早く患者のもとへ届ける

ことを目的とし、「日米 EU 医薬品規制調和国際会

議」、いわゆる ICH が通例年２回開催され、その取

組が国際的に進められています。 

 ICH は、日米欧３極の規制当局及び業界の６者

で構成されていましたが、本年６月のミネアポリ

ス（米国）会合において、カナダ及びスイスの規

制当局を含める方向で合意され、今後８者構成と

なる見込みです。 

 また、WHO がオブザーバーとして参加していま

す。 

 平成２年の発足より現在までに、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、また近年では、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。 

 また、ICH 以外の取組としては、後発医薬品に

関する規制当局間会合（いわゆる IGDRP）が平成

24年より開始されており、日米欧に加え、後発医

薬品を製造する国々が参加しています。 
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 次に、二国間での取り組みについて、海外の審

査機関との協力についてご説明します。 

 医薬品・医療機器の国際化はめざましく、新規

技術の発達や不測の事態の発生時など、世界の規

制当局による情報交換や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構築し

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

のになると考えております。 

 これまで、近年では、平成24年度に、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

アとの連携について、お示しします。 

 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、また欧米人と比べて日

本人との人種差が少ないという点でアジア地域が

要であり、連携を強化するよう努めています。 

 例えば、その一つの取組みとして、欧米人に比

較して日本人との人種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、ア

ジア太平洋経済協力会議（APEC）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。 

 

 

 

 次に、ジェネリック医薬品対策についてご説明

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、゙ 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、各関係者と協

力しつつ、対策を講じることとしております。 

 なお、平成25年度９月現在で、後発医薬品の数

量シェアは46.9％で、年々増加傾向にありますが、

世界の主要国と比較するとまだまだ低い割合とな

っております。 
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 具体策として、 

①安定供給、品質に対する信頼性の確保、  

②情報提供・普及啓発、 

③医療保険制度上の事項 

についてそれぞれ取組内容を掲げており、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。 

 

 

 

 こちらのスライドは、ご紹介したロードマップ

の中の品質に対する信頼性の確保策の一つとして

行っている、“ジェネリック医薬品品質情報検討

会”による取り組みを示したものです。 

 本検討会は、国立医薬品食品衛生研究所におい

て設置し、開催しています。 

 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 の「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、国立医薬品食品衛生研究所及び地方衛生試験

所において、実際に試験検査を実施し、検討会に

試験結果を報告しています。 

 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さらな

る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。 

 

 

 

 溶出試験等を実施し、検討会への報告が終了し

た74成分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、更なる信頼性確保

の観点から、メーカー側が製造条件等の変更を実

施又は検討しているものについては、検討会に報

告しております。 

 

 

 

 ホームページにおける検討会結果の公表につい

ては、「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、「臨床現場へより積極的に情報提供」を行

うため、平成25年10月に開催された第11回検討会

より、PMDA メディナビを活用したメールでの情報
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配信も行っています。 

 

 

 

 本年４月には、情報の複線化とさらなるアクセ

ス向上を目指し、医療関係者および後発医薬品を

使用する一般の方を対象とした「後発医薬品品質

情報」という冊子を発刊しました。 

 「後発医薬品品質情報」では、直近の検討会の

概要や後発医薬品に関するコラムを掲載するとと

もに、参考情報として、後発医薬品の品質情報等

のホームページを紹介しています。 

 このような媒体を活用しつつ、後発医薬品に係

る品質情報の積極的な情報提供に努めていきたい

と考えています。 

 

 

 

 今回の手数料令改正において、後発医薬品の手

数料も見直しを行っております。 

 改正の内容については、後発医薬品の審査・調

査体制の充実を念頭に、PMDA における後発医薬品

の承認審査にかかる実費を勘案した増額や、書面

適合性調査で海外に行く必要がある場合の外国旅

費の実費徴収などが含まれております。 

 詳細については、後ほどご確認頂ければと思い

ます。 

 

 

 OTC 医薬品等の普及について、ご説明します。 

 OTC 医薬品等の普及は、セルフケア・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。 

 そこで、ここからは、 

１．要指導医薬品の指定等について 

２．一般用医薬品承認基準の改正について 

３．医薬部外品の承認基準の改正について 

ご説明いたします。 

 

 

 

 昨年１月、最高裁判所は、一般用医薬品（第１

類・第２類）のネット販売（郵便等販売）を省令

で規制するのは違法であるとの判断を下しまし

た。 

 政府の規制改革会議や産業競争力会議でもこの

問題が取り上げられ、昨年６月に閣議決定された

日本再興戦略では、条件付きで薬のネット販売を

認める方針が示されましたが、消費者の安全を確

保しつつ適切なルールの下で行うこと、またスイ

ッチ直後品目等と劇薬指定品目については慎重を
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期するため、専門家を交えて検討することが確認

されました。 

 厚生労働省は、このような状況を踏まえ、一般

用医薬品のインターネット販売等に関する新たな

ルールを検討するための「一般用医薬品の販売ル

ール策定作業グループ」、また、「スイッチ直後品

目」及び「劇薬指定品目」に関する医学・薬学的

観点からの特性や留意点について検討するため

の、「スイッチ直後品目等の検討・検証に関する専

門家会合」、の２つの検討会をそれぞれ昨年８月に

設置し検討を進めました。 

 これら２つの検討会の取りまとめを踏まえ、医

療用医薬品と一般用医薬品の間に「要指導医薬品」

という新しいカテゴリーの創設、一般用医薬品の

特定販売（インターネット販売等）のルールの整

備等を内容とする「薬事法及び薬剤師法の一部を

改正する法律」が昨年12月５日に成立、公布され

ました。 

 その後、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、

１ヶ月間のパブコメ期間後、６月６日に要指導医

薬品指定告示が公布され、また、同月12日に改正

薬事法が施行されました。 

 

 

 

 要指導医薬品についてご説明します。 

 改正薬事法において、適正な使用のために薬剤

師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づ

く指導が行われることが必要なものとして、医療

用医薬品に準じた新たなカテゴリーとして設けら

れました。 

 いわゆるスイッチ直後品目等、厚生労働省令で

定める期間、つまり承認条件が付された製造販売

後調査期間を超えないものや、劇薬及び毒薬のう

ち、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定さ

れたものが該当します。 

 

 

 

 このスライドでは、厚生労働省のホームページ

に掲載している要指導医薬品一覧について、紹介

するものです。 

 これまでも、いわゆる新一般用医薬品について

は、承認情報を参考としてお示ししておりました

が、販売開始日や調査期間の変更等（延長が多い）

が行われた場合には、当該サイトにおいて随時更

新することとしております。 

 

 

 

 このスライドでは、先ほどご説明しました「要

指導医薬品の指定」等に関連して、具体的に、最

近発出した主な通知、ガイドラインについて、参

考までに、その名称を掲載しておりますので、後

ほどご確認いただければと思います。 

 また、いわゆる承認基準が定められた一般用医

薬品に関し、これは都道府県知事に承認委任され

たものに限りますが、承認申請書の記載や添付資

料の取扱い等についても、日本薬局方の改正等を

踏まえ、原則的な考え方を示しておりますので、

ご確認ください。 
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 次の２つのスライドでは、手数料令に関連した

一般用医薬品等の手数料見直しについて示してお

ります。 

 まず、要指導・一般用医薬品に係る適合性調査

区分の新設、防除用医薬品の区分の新設について

です。 

 表をご覧下さい。 

 要指導・一般用医薬品について、適合性調査の

区分を新たに設けました。 

 また、大きな変更として、殺虫剤等の防除用医

薬品の手数料区分を明確化することとし、新たに

防除用医薬品として、新有効成分、新用量等、そ

の他の３区分を新設しました。 

 

 

 

 GCP 調査に係る手数料区分の新設等についてで

す。 

 要指導・一般用医薬品に係る GCP 実地調査につ

いて、申請後に指示された場合に納付することに

なりますが、新たに区分を設けたところです。 

 また、一般用医薬品に限りませんが、医薬部外

品なども含めた GMP 調査手数料について、調査体

制の充実を踏まえて、手数料が増額となりました。 

 これらのスライドは、今後の業務の参考として

いただければと思います。 

 

 

 

 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、必要に応じて見直しを行う予定とし

ております。 

 

 

 

 このスライドでは、現在見直しを検討中の「か

ぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬」

の４基準について概要をお示ししております。 

 承認前例に基づく新規成分の取り込みや、わか

りやすい効能表現、日本薬局方等の公定書の改正

に準じた整備、剤形の変更を検討しているところ

です。 
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 天然物を基原とする生薬は、現行の日本薬局方

（第16改正）には200品目を超える生薬が収載さ

れ、市場に流通しています。ただし、その用途の

ほとんどが漢方製剤の製造原料であり、単味生薬

のエキス製剤としてはほとんど開発が進んでいな

い状況です。 

 平成22年度から厚生労働科学研究班を設置し、

研究班において生薬製剤の承認審査基準原案策定

のための検討が行われ、今般、ガイドライン案が

とりまとめられたところです。 

 本年９月にパブコメを実施したところであり、

ガイドラインとして本年度の通知発出を予定して

おります。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、医薬部外品等の手数料

見直しについて示しております。 

 医薬部外品については、その新規性に応じて手

数料を見直し、これまで１区分としていたところ、

新有効成分、新用量等、その他の３区分としまし

た。 

 また、先ほどの防除用医薬品と同様、防除用医

薬部外品についても３区分を新設したところで

す。 

 

 

 医薬部外品の承認基準については、ご覧の通り

の製品群の医薬部外品について定めて、平成23年

６月の地方委任告示により、あせも・ただれ用剤

や浴用剤等の８製品群が追加され、15製品群の承

認権限が都道府県知事に委任されております。 

 承認基準の範囲を超えるものは大臣承認として

おります。 

 現在、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤な

ど５つの承認基準の一部改正のため、本年９月か

ら意見募集を行い、改正作業をすすめているとこ

ろです。 

 

 

 

 このスライドでは、現在見直しを検討中の「染

毛剤、パーマネント・ウエーブ用剤、薬用歯みが

き類、浴用剤、生理処理用品」の５基準について

概要をお示ししております。 

 見直しの対象としては、承認前例に基づく配合

ルールの見直しや、用語の整理、引用規格の整理、

添加物の整理、規格などがございます。 
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 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、第

17改正についての作業を進めております。 

 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」 

 「最新の学問・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、PMDA での原案作成に係る最終の意見公募

が終了するまでに、一定の安全性評価を終了し、

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。 

 

 

 

 今後の日本薬局方において標準品の供給が今ま

で以上に重要になってくるものと考えております

が、改めて標準品製造業務について、根拠となる

省令をお示ししております。 

 日本薬局方標準品、タール色素省令に係る薄層

クロマトグラフ用標準品について厚生労働大臣の

登録を受けた製造機関が製造にあたることとされ

ており、現在、一般財団法人医薬品医療機器レギ

ュラトリーサイエンス財団が登録されています。 
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 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26年２月28日に、第16改正

の第２追補を告示し、同日施行しております。 

 ここでは、通則、生薬総則、製剤総則、一般試

験法、医薬品各条、参考情報の改正、また一般試

験法には濁度試験法の追加を行っております。 

 次に現在改正に向けた作業を行っております、

第17改正の予定について説明させていただきま

す。 

 第17改正につきましては、平成27年７月に PMDA

から原案が報告される予定となっておりまして、

その後、日本薬局方部会での審議、薬事分科会で

の審議、パブリックコメント等を実施し、平成28

年３月の告示を目指しております。 

 

 

 

 最後に一変承認時期の予見性を高める取組につ

いてご説明いたします。 

 以前より、計画的な製造計画の立案等に資する

ため、医療用医薬品の一変承認日の予測性の向上

について要望を頂いているところです。 

 現状、一変承認日は随時承認であり、システム

上の審査状況の表示でも、厚生労働省の手続きに

移った日は表示されません。 

 これについて、業界の皆様と意見交換を行いな

がら、対応を検討したところ、改正薬事法の施行

にあわせ、平成26年11月25日から、 

① システム上、「厚生労働省・手続中」と変更さ

れた日を画面上に表示 

② 承認日は、原則、「厚生労働省・手続中」に変

更されてから「翌々週の水曜日」 

 とすることとしております。 

 その他の取組についても、引き続き業界の皆様

と意見交換をしていきたいと考えております。 

 以上、医療イノベーションに向けた審査行政の

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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 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（RMP）は、製造販売会社

が、医薬品のリスクを適切に管理し、安全性確保

を図るため、個々の医薬品について、開発から市

販後まで、得られた知見に基づいて安全性検討事

項を明らかにし、それを踏まえて安全性監視活動

の計画及びリスク最小化活動の計画を策定・実施

するものです。リスク管理計画では、リスクごと

にリスクと判断した理由、安全監視活動の内容、

リスク最小化活動の内容などがまとめられてお

り、これによって、リスク管理をひとつの文書に

見える化し、調査等の進捗に合わせて、又は定期

的に、評価、見直しが行われます。さらに、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が期

待されます。 

 

4. 医薬品の市販後安全対策について 

安全対策課



―  ― 38

 

 

 本年３月に GVP、GPSP 改正省令が公布され、今

月１日から施行されています。RMP の制度そのも

のは、昨年から通知により運用されていますが、

この GVP 省令等の改正の施行日以降は、RMP は安

全確保業務の一部と位置づけられ、また、承認条

件として付される等、「法令に基づいて」本制度が

実施されています。併せて、市販直後調査は医薬

品リスク管理の一部として法令上位置づけられま

した。 

 

 

 

 今般の改正省令においては、RMP の規定ととも

に、GVP、GPSP 省令の関係が整理されました。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が作成・実施及

び評価・見直しを行うこととなっています。  

 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

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。  

 また、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

ととなっています。 

 

 

 

 医薬品リスク管理計画については、平成24年４

月11日に RMP の指針が通知されています。 この通

知の適用範囲は医療用医薬品のうち、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、新医薬品及びバイオ後続品

の場合は、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。後発医薬品に

ついては、次のスライドで詳しく御説明致します。 

 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。  

 適用時期ですが、新医薬品及びバイオ後続品は

平成25年４月１日以降の申請品目から適応されて

おり、後発医薬品については平成26年８月26日付

けの通知に基づき、本通知日以降の該当申請品目

から適応されています。 
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 それでは、平成26年８月26日付けの通知に基づ

き、後発医薬品への RMP の適用の概要について御

説明致します。まず、後発医薬品における RMP 指

針の適用となる範囲は、通知において、RMP が公

表通知に基づいて公表されている先発医薬品に対

する後発品のうち、「効能・効果」等が当該先発医

薬品と同一のものの承認申請を行おうとする時点

と記載されています。また、新医薬品等と同様に、

製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した時点

においても、RMP を策定することになります。 

 

 

 

 先程のスライドでご説明しました RMP が公表通

知に基づいて公表されている先発医薬品に対する

後発品のうち、「効能・効果」等が当該先発医薬品

と同一のものの承認申請を行おうとする時点につ

いて、具体的な事例をご説明致します。 

 先発医薬品がまず効能 Aのみで承認され、この

時は RMP が公表されていない場合、先発医薬品の

効能 Aの再審査期間が終了した後、承認申請者は、

後発医薬品の効能 Aの申請が可能となり、この時

は、申請時に RMP 案を添付する必要はありません

し、承認後も RMP を作成する必要はありません。 

 一方、先発医薬品の効能 Bの効能追加が承認さ

れ、併せて RMP が策定・公表された場合、先発医

薬品の効能 B に再審査期間が付されなかった場

合、後発医薬品として効能 A・Bの申請が可能とな

り、申請時には､RMP 案を添付しなければならず､

また､承認時には､RMP を公開しなければなりませ

ん。 

 

 

 

 様式、提出等の取扱いについては、平成24年４

月の策定通知の内容を原則適用とし、様式は新薬

等と共通です。後発医薬品の製造販売業者におか

れては、安全性検討事項等の選定理由、並びに安

全監視活動・リスク最小化活動の選定理由につい

ても、先発医薬品の RMP を参考にしつつ、適宜最

新の情報をふまえて自らの考え方を記載すること

となります。 

 策定通知と異なる点は通知に次のように規定し

ています。 

（１）医薬品リスク管理計画書の案は、承認申請

時の添付資料として提出してください。 

 

 

 

 また、承認申請時に RMP 案を添付資料として提

出した品目については、参考資料とともに、新規

申請の場合は、販売開始予定時期の１ヶ月前まで、
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一変承認申請の場合は、承認日から２週間以内に

提出することとなっています。 

 また、追加の医薬品安全性監視活動についての

個別の製造販売後調査等の実施計画書は、策定通

知の別添に掲げる事項を記載し、調査や試験開始

予定時期の１ヶ月前までに提出することとなって

います。 

 これらは、PMDA の審査業務部第一課へ、正本１

部・副本２部を直接持参又は郵送することとなっ

ています。 

 公表、評価報告については、それぞれ公表通知、

評価報告通知の内容をそのまま適用することとな

ります。 

 

 

 

 医薬品リスク管理計画に関しては、先にご紹介

した指針についての通知、後発医薬品の適応に関

する通知の他に、これまで、策定や公表について

の通知（様式通知）や実施に基づく再審査終了後

の評価報告に関する通知が発出され、また、各種

通知に対する Q&A が事務連絡として発出されてい

ます。業務の際には、よく御覧いただきますよう

お願い致します。 

 

 

 

 さらに、PMDA のホームページ内の「医薬品関連

情報 企業の皆様へ」というページにおいて、RMP

関連通知や実際に策定された RMP を公開していま

すので、業務の参考になさってください。ただし

その際の注意事項として、  

・ 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。よろしくお願い

致します。 

 

 

 

 RMP に関する今後の検討課題として、「後発医薬

品 RMP に関する記載モデル・Q&A の検討」、「リス

ク最小化活動のための情報提供資材等についての

情報提供の方策」、「製販後に新たに RMP を先発・

後発医薬品で同時に作成を要する場合の検討スキ

ーム」があり、業界の方々の意見も聞きながら進

めていきたいと考えております。 
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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

システムを導入しました。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。 
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 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

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26年６月24日に政府により取りまとめられ

た日本再興戦略改訂2014においても、「医療介護の

ICT 化」として、「医療等の分野の様々な側面にお

ける情報収集及び情報分析と利活用の高度化を推

進する」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です。  

 

 

 

 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条の３においては、情報の収集につ
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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ます。 

 

 

 

 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。 

 簡単にいうと、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津用を確

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

条の３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、2013年度に

は約45,000件となっています。内訳としては、医

療機関報告が5,000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。 

 

 

 

 集められた情報の検討結果等の情報につきまし

ては、随時、メディナビや PMDA の WEB サイトを通

じて、医療機関、患者さんに対し情報提供を行っ

ております。 
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 続きまして、本年11月25日から施行予定の改正

薬事法について、添付文書の届出制等、市販後安

全対策に関連する部分を中心に概要をご説明いた

します。 

 

 

 

 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。この点について、平成21年にとり

まとめられました、薬害肝炎検証検討委員会の最

終提言を踏まえ、平成22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。検討会においては、添付

文書への国等の関与の方法として、 

 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、「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、平成23年１月のとりまとめ

において、添付文書の届出制を導入することが適

当とされ、これを踏まえ届出制を導入することと

なりました。 

 

 

 

 添付文書の届出義務を定めた、改正薬事法第52

条の２第１項においては、届出の対象となる医薬

品を厚生労働大臣が指定することとされており、

これに基づき、添付文書の届出が必要な品目を指

定する告示を公布しております。具体的には、薬

局医薬品、要指導医薬品、医療機器についてはク

ラスⅣ医療機器、再生医療等製品については全て

の品目について添付文書の届出を求めることとし

ております。 

 

 

 

 次に、届出が必要な項目についてですが、改正

施行規則第216条の６などにおいて、製品の「名称」

（販売名）と、「使用及び取扱い上の必要な注意」

を届け出るよう指定をしています。このうち、「使

用及び取扱い上の必要な注意」については、添付

文書記載要領のうち、どの項目が該当するかにつ

いて通知にてお示ししており、例えば、医療用医
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薬品については、警告、禁忌や副作用等、赤字で

示した部分が届出義務の対象になります。 

 

 

 

 続きまして、届出が必要な時期、タイミングに

ついてですが、届出対象品目について、製造販売

を開始する前と、届出事項を変更しようとすると

きの、それぞれについて届出が必要となります。

このうち、「届出事項を変更しようとするとき」に

つきましては、各製造販売業者が、改訂後の添付

文書の情報提供を開始する日が該当することとな

りますので、それまでに届出を行う必要がありま

す。 

 

 

 

 改正薬事法第52条の２第２項においては、添付

文書の届出を行った場合は、直ちに機構ウェブサ

イトへの掲載により、添付文書の公表を行わなけ

ればならないこととしております。また、施行日

である11月25日以前から承認され、製造販売され

ている既存の品目についても、添付文書の届出が

必要となりますが、施行日時点で機構ウェブサイ

トに添付文書が掲載されている品目については、

その情報をもって届出が行われたものとみなすこ

ととしております。そのため、届出対象品目であ

るにも関わらず、現在も機構ウェブサイトへの添

付文書掲載が行われていない品目については、出

来るだけ早急に掲載手続きを行っていただくよう

お願いしたいと思います。 

 

 

 

 改正薬事法の第52条では、先ほどの制度改正検

討部会のとりまとめを踏まえ、「最新の論文その他

の知見に基づき」記載されたものでなければなら

ないとの規定が設けられました。現行制度におい

ても、GVP 省令等に基づき適切に安全管理情報の

収集・評価等を行うことで、最新の知見に基づく

添付文書が作成されていますが、それが法律上明

文化されたことになります。また、適切に安全性

情報を収集し、添付文書を見直すための安全管理

業務の在り方の参考として、ガイドラインの通知

を発出していますので、適宜ご参照いただきたい

と思います。 

 

 

 

 先ほどの、最新の論文その他により得られた知

見に基づき作成されていなければならないという

規定について、そのままでは、添付文書を改訂し

た場合に、旧添付文書が添付された製品の販売等

が出来なくなってしまうことから、改訂時に既に
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製造販売された製品の販売等や、一定の条件を満

たした上で旧添付文書が添付された製品の製造販

売の継続が認められるよう、薬事法施行規則にお

いて特例規定を設けております。 

 

 

 

 以上が添付文書に関する改正事項となりまし

て、次にコンビネーション製品の不具合報告につ

いて御紹介いたします。機械器具等と一体的なも

のとして承認を受けた医薬品、いわゆるコンビネ

ーション製品については、その機械器具部分で発

生した不具合は、これまで薬事法に基づく報告義

務の対象となっておりませんでしたが、今般、薬

事法施行規則を改正し、最終製品の製造販売業者

である医薬品製造販売業者からの不具合報告を義

務化することとなりました。報告の範囲や期限等

については、原則として医療機器の不具合報告に

準じることとしています。なお、こちらの規定に

ついては、既存に製品に対しては２年間の経過措

置期間を設けております。 

 

 

 

 次に、安全管理業務の再委託についてです。こ

れまで、安全管理業務の再委託は全て禁止されて

いましたが、今回の制度改正では、一部の場合に

限り再委託を認めることとなりました。再委託が

可能なパターンは大きく２つあり、一つは、別の

製造販売業者に製品の販売と安全管理業務の両方

を委託している場合については、安全管理情報の

収集・解析、安全確保措置の実施の３つの業務に

限っては、再委託を可能としています。また、２

つ目のパターンとして、コンビネーション製品を

製造販売している場合であって、部品供給元の医

療機器製造販売業者に安全管理業務を委託してい

る場合についても再委託を可能としています。い

ずれのパターンについても、再委託先からの更な

る再委託、再々委託は禁止としております。 

 

 

 

 医療機器及び体外診断用医薬品のみが対象とな

りますが、今回の法改正においては、一定の条件

を満たした場合に、添付文書を省略した製品の販

売等を行うことができる規定を新たに設けていま

す。添付文書を省略した製品の販売等に当たって

は、添付文書の機構ウェブサイトへの掲載等、必

要な情報提供を行うこと、また、販売先の医療機

関等から承諾を得ていることなど、一定の条件を

満たす必要があります。 
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 その他の市販後安全対策関係の改正事項としま

しては、これまで厚生労働省宛に提出することと

されていた、医療機関からの副作用報告について、

企業報告と同様に、報告先を PMDA に一元化するこ

ととしています。また、救済給付請求手続きに当

たって寄せられた副作用に関する情報について、

安全対策に活用できるよう、PMDA において情報の

整理や調査を行うこととしております。 

 

 

 

 続きまして、本年７月に行いましたノバルティ

ス社に対する行政処分について御紹介させていた

だきます。ノバルティス社の社内調査などにより、

同社が関与した臨床研究やアンケート調査におい

て、複数の MRが副作用情報を安全管理統括部門に

伝えておらず、結果として、副作用を把握してい

たにも関わらず、期限内に国への報告していなか

ったという問題点が判明しました。これを踏まえ、

７月31日に、同社に対して、臨床研究やアンケー

ト調査等で知り得た有害事象についても、安全管

理統括部門に報告すべき対象であることを明確に

することや、全ての MRから安全管理統括部門に有

害事象等の情報が確実に報告される体制をとるこ

と等の業務改善命令を行いました。医薬品では初

めての GVP 省令違反による行政処分です。この改

善命令に対し、ノバルティス社からは、情報源に

かかわらず、知り得た全ての有害事象が報告対象

であることを業務手順書で明記すること、業務報

告システムの改善、教育研修の充実、安全管理実

施責任者への注意喚起などの改善計画が８月29日

付けで提出されています。皆様方には、特に、臨

床研究やアンケート調査など、通常の医療機関の

自発報告と異なる有害事象も安全管理統括部門に

報告されることになっているか、MR 以外に有害事

象の情報を把握した者も報告することになってい

るか、留意いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 医薬品副作用被害救済制度により、制度発足か

ら平成26年３月末までに、12,723件の救済給付が

行われた一方、2,462件に対しては不支給の決定が

されています。  

 また、直近の平成25年度には、1,007件に支給決

定され、232件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で

す。  

 一番多い理由が、医療薬品より発現したと認め

られないものです。次に多いのは、使用目的、使
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用方法が不適正、いわゆる不適正使用であり、不

支給事例の29％となっています。  

 

 

 

 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、必要な検査の未実

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。 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 駆け足で医薬品の市販後安全対策についてご説

明いたしました。医薬品は承認された時点では情

報が限られ、安全性に関する情報が十分とは言え

ません。今般の薬事法改正によって、安全対策が

強化され、また、医薬品を取り巻く、製薬企業を

はじめ国、自治体、医療提供者、患者に至るまで

その責務が規定されました。私たち、私たちの家

族、親しい人々が使うかも知れない医薬品を、よ

り安心に、より安全に使用されるよう、関係者に

よる一歩一歩の努力が必要です。 

 その中で、医薬品の製造販売あるいは製造に関

わる皆様に求められるのは、具体的には 
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 ・医療現場からの重篤副作用症例が漏れなく安

全管理統括部門に伝えられる 

 ・報告される重篤副作用症例の詳細な経過情報

の入手 

 ・外部専門家も含めた評価 

 ・考えられる防止策、早期発見策の検討 

 ・医療現場への情報の効果的なフィ－ドバック

の検討 

 ・注意喚起の徹底・繰り返しのリマインド 

 ・安全対策の効果の判定 

があり、これらを繰り返し、ともに医薬品をより

良いものに育てていきましょう。 

 

 

 

 ご清聴ありがとうございました。 
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 本日の内容は、監視指導業務全般のご紹介、ご

説明となります。 

 薬事監視全般となりますので、限られた時間（40

分）の中で、すべてをご紹介することは難しいの

ですが、最近のトピックとして、新たに稼働する

輸出入届出の電子手続きシステムである NACCS

（ナックス）のご案内、医薬品のインターネット

販売に関する規制、そして本年７月に新たに加盟

した PIC/S（ピックス）に関する話題を中心にご

案内し、その他、個別テーマとして、スライドに

お示ししております、無承認無許可医薬品、偽造

医薬品流通の対策、医薬品等の個人輸入監視対策、

医薬品等の広告規制について、駆け足ですがご紹

介させていただきます。 

 

 

スライド２ページ目をご覧下さい。ここでは、監

視指導業務の総論についてご説明致します。不良、

不適正な医薬品や医療機器などが製造、輸入、販

売されることにより国民の保健衛生に危害が及ぶ

ことを未然防止するという薬事法の趣旨にのっと

り、全国に薬事監視員、薬事専門官を配置し、常

時、薬事に関する監視・指導を実施しております。 

 薬事監視員は、国や各都道府県などに配置され

ております。平成26年4月1日現在で、薬事監視員

総数は3,985人にのぼり、日々、医薬品、医療機器

などが薬事法で定められた諸々の条件を満たした

上で、製造、販売されているかどうかを監視して

おります。 

 また、薬事監視員、それから地方厚生局に配置

される薬事専門官は、薬事法上の無許可品、不良

品、不正表示品、不適正広告などの防止に努める

とともに、薬事法に違反した製造販売業者、製造

業者、販売業者を指導し、悪質なものに対しては、

業務停止などの行政処分を実施しております。 

 

5. 監視指導業務について 

監視指導・麻薬対策課
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スライド３ページ目をご覧ください。薬事監視

における各種データの年次別での推移となります。 

 薬事法の業許可をもつ、または届出された施設

は、60万施設を超えるところ、そのうち年間20万

施設に対し、立ち入り検査を実施しております。 

 表の上から２番目の項目にある立入検査施行施

設数のカッコ内の数値は、医薬品等を業務上取り

扱う施設や指定薬物を取り扱う施設に立ち入りし

た数を除いたものとなります。 

 この立ち入り検査の中で違反が発見される施設

の数はおおむね年間で１万施設前後で推移してお

り、違反発見数にすると、直近集計年度である平

成24年度で年間約１万８千件ございます。 

 なお、薬事法上の行政処分が行われたのは、年

間で３千件程度で推移しております。この内、行

政処分のうち許可取消や業務停止処分とされた件

数も記載しておりますが、こちらは平成24年度で

13件という結果になっております。 

 

 

 

 スライドの４ページ目をご覧ください。ここか

らは具体的トピックスをご紹介してまいります。 

 監視指導業務の中でも大きな柱となる業務が、

無承認無許可医薬品の監視、指導、取締まりとな

ります。 

 特に、「専ら医薬品として使用される成分本質

（原材料）を含有」するものについては、健康食

品と称しながら、処方箋薬に相当する成分が検出

されるケースもあり、健康被害に直結する事もご

ざいます。  

 また、スライドの②でお示しするとおり、健康

食品とうたいながら病気の治療や予防などを標榜

したり、医薬品的な形状であったり、用法用量が

医薬品的であるものも、取締りの対象となります。 

 これら無承認無許可医薬品の流通の問題点は、

本来であれば医療機関にかかって適切な治療を受

けるべき人が、効果があると信じてこのようなも

のを服用することで、適切な医療を受ける機会を

喪失してしまうおそれがあることなのです。 

 

 

 

 スライド５ページ目では、無許可医薬品等の発

見数の年度別推移をご案内しております。 

 直近の集計年度である平成24年度について言う

と、無許可医薬品として発見されたものは646件ご

ざいました。 

 このうち無許可医薬品の発見数が最も多く、健

康食品が無許可医薬品として発見されるケースが

大多数を占めております。 

 下の表は健康食品の違反の内容を示したもので

すが、ご覧のとおり、無許可にも関わらず医薬品

的な効能・効果を標ぼうしているケースが大多数

となっております。また健康食品とうたいながら、

医薬品成分を含有するものが流通しているケース

もあり、最近ではそれらの健康食品がインターネ

ット上で流通される場合も多く、国、都道府県等

の薬事専門官、薬事監視員は、インターネット上

の広告等も監視しながら指導、取締りを行ってお

ります。 
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 スライド６ページをご覧ください。 

 今ほどもふれましたとおり、無許可無承認医薬

品や偽造医薬品などのインターネット上での不正

流通の増加、それに伴う健康被害事例や、現在大

きく問題化している危険ドラッグ、指定薬物の使

用に起因する被害情報の報告の増加を受け、これ

らを根絶するための対策推進を目的として、「偽造

医薬品・指定薬物対策推進会議」を立ち上げ、本

年４月10日に第１回の会議を開催しております。 

 推進会議では 

 (１)偽造医薬品及び指定薬物等に関する情報収

集、広報啓発、個人輸入の制度運用の適正

化の方策 

 (２)偽造医薬品及び指定薬物等の対策について

の関係者の取組内容の共有並びに関係者の

協働による取組みの推進 

この２点を中心に議論を進めて参ります。 

 

 

 

 スライド７ページ目をご覧ください。 

 WHO（世界保健機関）の定義によると、偽造医薬

品とは同一性や起源について偽表示された医薬品

であり、有効成分などが表示され、一見、医薬品

のようにして販売されていますが、実態は、有効

成分が全く入っていないとか、入っていても表示

量に比べて含有量が少ない、もしくは表示成分が

異なっているといったような製品です。 

 このようなものを、従来より薬事法では、模造

に係る医薬品を含む無承認の医薬品として、保健

衛生上の観点から監視・取締りを行っております。 

 

 

 

 スライド８ページ目です。 

 無承認の医薬品は、日本の薬事法に基づく品質、

有効性および安全性が確認されていない医薬品の

ため、スライドの１～３でお示しするような事例

が多くみられます。 

 また無承認医薬品および偽造、模造医薬品が流

通することにより、国民の健康被害の発生や治療

機会の喪失だけでなく、製薬企業などが医薬品の

開発に対する正当な利益を得られなくなるなどと

いった問題が発生致します。 

 

 

 

 スライド９ページ目をご覧ください。 

 ここでは、厚生労働省における偽造医薬品等へ

の対応を図でお示ししております。 

 ご存知の方も多いかと存じますが、本年６月12

日より一般用医薬品のインターネット販売に係る
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新たな販売制度が開始されております。 

 これを受け、一般用医薬品のインターネット販

売の増加が予想され、同時に無承認や偽造、模造

医薬品といった違法な医薬品の販売が増加する可

能性も想定されております。 

 厚生労働省では、今年度よりニセ販売サイトや

偽造医薬品等の監視。取締りの強化を目的として

インターネットパトロール事業を開始し、国内外

の医薬品販売サイトに対する監視を強化しており

ます。 

 さらに、あやしいヤクブツ連絡ネット事業によ

り、違法な医薬品販売等に関する相談を電話等で

受け付け、収集した情報の一元管理、提供を行っ

ております。 

 

 

 

 スライド10ページ目をご覧ください。 

 無承認無許可医薬品でもっとも問題となるの

は、先ほど紹介したとおり、インターネットを利

用して個人輸入されるものです。 

 平成20年度の厚生労働科学研究の調査による

と、各グラフでお示ししているとおり、無承認無

許可医薬品の購入経路はインターネットによるも

のが最も多く、多くは輸入代行業者を通じて購入

されたものあり、輸入品目として最も多かったの

が、バイアグラなどの性機能増強薬、続いて育毛・

養毛薬やダイエット関連薬、美容関連薬などが高

い割合を占めております。 

 また、このように個人輸入で購入した医薬品の

使用による副作用症状は購入者の16％弱の方が経

験されているという調査結果もございました。 

 個人輸入という形で購入される国内未承認の医

薬品の場合、国により、その品質・安全性が確認

されたものではありませんので、自己責任による

使用となります。この場合、副作用による健康被

害に遭われても国の救済制度を受けることができ

ません。 

 国としては、健康被害発生の防止という観点か

らも、こういった製品の購入を控えるよう、ホー

ムページ等で注意喚起しているところでございま

す。 

 

 

 

 スライド11ページをご覧ください。ここからは

輸入監視についてのご紹介となります。 

 輸入監視は、無許可無承認の医薬品や医療機器

などが海外から国内に流入し、国民に保健衛生上

の危害が生じないようにすることを目的に行われ

ております。 

 医薬品や医療機器を業として輸入する場合には

輸入届書を、業以外の目的で輸入する場合は輸入

報告書、いわゆる薬監証明の発給申請を地方厚生

局に行い輸入に際しての正当性の確認を受けるこ

とになっております。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、輸入が許可されることになります。 

 

 

 

 スライド12ページをご覧ください。 

 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
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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。 

 スライドでお示しのとおり、現状、医薬品や医

療機器の輸入届出を実施する場合には、輸入届書

とともに業許可証の写し、製造販売承認書等の写

し、外国製造業者認定証の写しなどを合わせて地

方厚生局に提出し、確認を受けていただくことに

なります。 

 

 

 

 スライド13ページをご覧ください。ここでは輸

入届出に関連して、輸入変更届について、ご説明

いたします。現在、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、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。 

 詳細は、スライドにある「届出事項」をご覧く

ださい。 

 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、変更発生

以降に到来する通関の時までに提出していただく

必要があります。 

 

 

 

 スライド14ページをご覧ください。このページ

では医薬品等の個人輸入について、現状をまとめ

たものをご紹介しております。 

 個人で使用することが明らかな数量以内のも

の、例えば、処方せん薬、毒劇薬については１ヶ

月分、その他医薬品（OTC 薬等）は２ヶ月分以内

のものであれば、税関限りの確認で輸入通関が可

能です。 

 それを超える量の場合、すなわち、個人使用量

とは考えられないほど多量のものを輸入する場合

や、サリドマイドなどといった特に注意が必要な

医薬品、また、先ほどもご説明した偽造医薬品の

うち、買上調査等の結果により製品が特定された

ものは、輸入数量が一錠であっても、他人への販

売・授与等を目的とした輸入ではないことを確認

するため、地方厚生局による薬監証明の発給を必

要としております。 

 この場合、税関においては薬監証明の確認を行

った上で輸入通関を行っております。 

 

 

 

 スライド15ページをご覧ください。 

 薬監証明の発給手続きについては、貨物が通関

する税関によって担当となる地方厚生局が異なり

ます。スライドでお示ししておりますが、例えば

東京税関で通関されるものの薬監証明の発給につ

いては、関東信越厚生局に申請いただくことにな

ります。 
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 スライド16ページをご覧下さい。 

 薬監証明の発給申請の際に必要な書類は、輸入

目的ごとに決まっております。スライドでお示し

している薬監証明の種類は、その申請目的が医薬

品等を輸入する企業に関係するものとなります。 

・「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。 

・「試験研究用」については、非臨床試験に限定さ

れます。 

・「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。 

・「再輸入品・返送品用」については、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。 

 

 

 

 スライド17ページをご覧ください。ここからは、

これまでご説明した医薬品、医療機器等の輸入手

続きに関する新たな取り組みとして開発された

NACCS システムについてご説明致します。 

 NACCS システムとは、現状、紙や FDシステムを

使用して実施いただいている薬事に関する輸出入

届出や薬監証明の申請を電子上で実施するシステ

ムとなります。 

 まず、電子化の開発に至った背景、経緯につい

てご説明致します。 

 現状、関税関係法令以外の輸出入関連法令手続

きのうち、食品衛生手続、植物防疫手続及び動物

検疫手続については既に手続きの電子化が実施済

の状況ですが、手続き全体の約12％、件数にして

約27万件を占める医薬品や医療機器、化粧品とい

った薬事法に関連する輸出入手続きは電子化され

ておりませんでした。 

 この状況を受け、平成23年11月頃から、厚生労

働省では、輸出入届け、薬監証明の申請といった

薬事法関連の各輸出入届出手続きの電子化に向け

て、NACCS システムを運営している NACCS センタ

ー、正式には輸出入・港湾関連情報処理センター

株式会社などと協議を開始致しました。 

 

 

 

 スライド18ページをご覧ください。 

 協議開始の翌平成24年３月には、日本経済団体

連合会、いわゆる経団連から「国際競争力強化に

向けた港湾・輸出入諸制度の改革」として、薬事

法関連輸出入手続きの電子化が提言され、この提

言以降、随時、薬事業界の関係者への説明会や意

見交換会、また電子化に向けての要望調査などを

実施して参りました。 

 業界関係者からのご意見、ご要望等も踏まえ、

NACCS センターやシステム開発業者である NTT デ

ータとも継続して薬事用の NACCS システムの開発

協議を行い、本年３月までにシステム仕様の大枠

を確定し、今般改正薬事法が施行される11月25日

より本格稼働するに至っております。 
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 スライド19ページをご覧ください。 

 NACCS システムの利用対象者は、スライド左下

にお示ししておりますが、「届出者（輸出入者）」、

「通関業者」、「税関」、「厚生労働省、地方厚生局、

PMDA」などを想定しております。 

 NACCS システムの主な機能は、輸入届出業務、

輸入報告、いわゆる薬監証明の発給申請業務、輸

出用届出業務などとなっております 

 NACCS システムでの電子上での届出により、24

時間届出が可能になる、届出の際の書類郵送等に

係る時間が大幅に短縮される、届出時に添付いた

だいている一部資料の提出が不要となり届出者の

事務負担が節減されるなど、届出者の手続き利便

性の向上が期待されます。 

 

 

 

 スライド20ページをご覧下さい。こちらは

NACCS システムの全体運用図となります。 

 各種輸出入にかかる届出者の方と、届出内容の

受理、確認等を行う各行政機関 NACCS システムを

活用してオンラインで接続し、現状、紙の提出な

どを以て実施いただいている各種届出をオンライ

ン上の電子手続きで完結することを可能にするも

のです。 

 

 

 スライド21ページをご覧ください。このスライ

ドでは、NACCS システムの利用の流れをお示しし

ております。NACCS システムを利用するためには、

まず始めに NACCS センターとシステム利用の契約

締結が必要となります。 

 現行の紙または FD システムによる申請を電子

オンライン化している点が最大の特長となります

が、当システムを使用しての届出にあたっては最

初にスライド図記載の①「利用者情報の登録」を

設けている部分がポイントとなります。また、ス

ライド図記載の⑤「輸入届出の一括変更機能」に

よる業許可更新時の一括変更など、電子オンライ

ンシステムならではの利便性向上に寄与する機能

も用意されております。 

 

 

 

 スライド22ページをご覧ください。NACCS シス

テムを利用しての電子オンラインでの届出のメリ

ットとして、主なものを７つお示ししております。 

 １番目のメリットとして、厚生局や税関への手

続きがペーパーレスとなり、従来と比較して届出

に要する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、届出の際の添付書類をできる限
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り削減できるような仕様としている点がございま

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が不要になり

ます。また業許可証の添付については、スライド

21ページでのご説明でもふれましたが、届出事前

にあらかじめ利用者情報登録作業を実施いただ

き、その際に業許可証の写しをオンライン上で添

付して提出いいただきますので、輸入届の都度の

業許可証の写しを提出することも不要となりま

す。 

 少し飛びまして、５番目の項目になりますが、

これが大きな特徴だと考えており、先ほどスライ

ド21ページで「輸入届出の一括変更機能」として

ご紹介しましたが、業許可の更新や外国製造業者

の認定機関の更新に伴う輸入変更届出を一括で簡

単に行えるような機能を設けました。現行のよう

な、既存の輸入届出の提出も不要となります。 

 このほかにも、システム上で行った届出などの

内容をオンライン上で照会できる機能を設けるな

ど、管理面での利便性を高める特長もございます。 

 

 

 

 スライド23ページをご覧ください。 

 この中にもご参加された方もいらっしゃるかも

しれませんが、NACCS システム本格稼働にあたっ

て、先月、全国説明会を開催させていただきまし

た。今月の運転試験を経て、11月25日に本格稼働

を迎えることになっております。 

 ここまで NACCS システムのご説明でした。 

 

 

 

 スライド24ページをご覧下さい。ここからは昨

年12月に公布され、一部先行施行を経て、本年６

月に全面施行された薬事法及び薬剤師法の一部を

改正する法律に関して、６月12日に施行された内

容である「医薬品の販売規制の見直し」の部分に

ついてご説明申し上げます。 

 この法律は、皆さまもご存じのとおり、郵便等

販売（ゆうびんとうはんばい）についての裁判が

あり、第２類医薬品等について郵便等販売を禁止

する事項を省令で規定したことが違法とされ、事

実上販売方法がルールとなったことから、整備し

たものです。ポイントは大きく３点となります。 

 １つ目として、一般用医薬品は適切なルールの

下、全てネット販売が可能となりました。販売の

ルールについて後ほどお話しします。 

 ２つ目として、これまで第１類医薬品であった

スイッチ直後品目、劇薬については、要指導医薬

品という分類を新たに設け、薬剤師が対面で情報

提供を行った後に販売するものと位置付けまし

た。 

 ３つ目として、医療用医薬品、つまり薬局医薬

品は、これまで通り対面で販売することとしまた。 

以上について、法律で規定しました。 

 また、この法律では一部４月１日に先行的に施

行されており、こちらは指定薬物についての改正

であり、従来は販売側の規制のみでしたが、使用

者側にも、所持、使用を禁止することとしました。 
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 スライド25ページをご覧ください。こちらは、

医薬品の分類と販売方法について、スライド24ペ

ージの販売規制に関する内容について法改正前後

の形で図式化したものです。 

 医療用医薬品は、対面販売について、従来の省

令から改正後は法律での定めと致しました。一般

用医薬品は、原則、インターネットでの販売を可

能としましたが、スイッチ直後品目や劇薬といっ

たものは要指導医薬品として対面販売を原則と致

しました。 

 郵便等販売、つまりインターネット上での販売

はこれまで第３類医薬品のみ認められておりまし

たが、改正後は第１類から第３類までの一般用医

薬品全てでインターネット上での販売が可能とな

りました。 

 従来の第１類医薬品のうち、改正後に要指導医

薬品として新たに区分されるスイッチ直後品目と

劇薬については、医療用医薬品と同じく対面販売

となりました。 

 

 

 

 スライド26ページをご覧下さい。ここからは、

ネット販売を中心に説明します。点線はこれまで

のルールであり、実線は今回新設されたルールで

す。 

 まず、医薬品の販売には店舗が必要となります。

この店舗とは、購入者が容易に出入りできる構造

であり、薬局又は店舗であることが外観から明ら

か、つまり看板等で明確となっていることが要件

として求められます。 

 また、営業時間又は、営業時間外で相談を受け

る時間内においては、利用者からの相談があった

ときに対応出来るよう、専門家の体制を整えてい

る必要があります。これまでも、店舗での掲示に

ついて規定がありましたが、これと同様に、イン

ターネット等で医薬品を販売することの広告を行

う場合は、インターネットであればそのサイト上

で店舗の概要を示すこととなっています。 

 

 

 

 スライド27ページをご覧下さい。スライド26ペ

ージの続きとなりますが、ネット販売の場合にお

いても、実店舗における販売と同様に情報提供、

販売した専門家の氏名などを伝えると共に、記録

の作成が求められています。その記載内容につい

ては、店舗と同様、管理者の方が責任を持って管

理する必要があります。 

 ネット販売では、だれとやりとりしているかわ

からないことから、ホームページなどに、現在誰

がどのような業務を行っているか記載することと

なっています。また、実店舗の閉店時にネット販

売を行う場合は、自治体が監督を行うために必要

な設備を備えていることとされ、その設備とは、

例えば、実店舗の閉店時に即時に確認できるよう、

テレビ電話のほか画像等をパソコン等によりリア

ルタイムで電送できる設備（例えば、デジカメ＋

メール＋電話）としておりますが、具体的には、

所管の自治体に御相談ください。 
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 スライド28ページをご覧下さい。このスライド

は、ネット販売における第1類医薬品の販売方法に

ついてイメージした図となります。店舗でも同様

な行為が必要であり、また、第2類、第3類につい

てもこれに準じて行うことが望ましいものと考え

ております。 

 ・図の①ですが、購入者がこの医薬品を購入し

ようと考えて、「カートに入れる」などを行っ

た場合、ネットの機能を大いに利用し、必要

な確認事項も合わせて情報収集します。 

 ・図の②ですが、その内容について、専門家が

必要な情報提供を行います。 

 ・図の③ですが、さらに、提供された情報につ

いて、購入者が理解したか、再質問、他の相

談がないことを確認します。 

 当然、専門家側が、購入者により提供する医薬

品が適切に使用されないと判断した際は、再度や

りとりし、確認することが重要です。適切と判断

した場合は、販売する判断をし、発送手続を行い

ます。発送に当たっては、品質も含めて適切に配

送できることを考慮いただくことも大切となりま

す。 

 

 

 

 スライド29ページをご覧下さい。ネット販売に

おけるルールは、適切な情報提供・販売をするた

めに、検討会が設けられ定められましたが、その

主な内容をスライドでお示ししております。詳細

な内容は厚生労働省のホームページに報告書を掲

載していますのでそちらでも、ご覧いただけます。 

 ルールの内容として 

 ・購入者が情報提供内容を理解した旨や購入者

に再質問がないことの確認を行うこと。 

 ・指定第２類医薬品について、禁忌の確認や専

門家に相談することを促すための掲示・表示

等を行うこと。 

 ・第１類医薬品の情報提供については、薬剤師

が情報提供の要否を判断すること。 

 ・濫用等のおそれのある医薬品については販売

個数を制限すること。 

 ・ホームページ上で使用期限を表示すること 

 ・使用期限切れの医薬品の販売を禁止すること 

 ・オークション形式での販売やレビューや口コ

ミ、レコメンドを禁止すること 

 ・モール運営者の薬事監視への協力。 

このような内容が定められております。 

 

 

 

 スライド30ページをご覧下さい。店舗における

掲示事項、ネット販売を行うときにホームページ

に記載する事項をスライドでお示ししておりま

す。 

 すべてのご説明は割愛致しますが、ご注意いた

だきたい点として、要指導医薬品、一般用医薬品

をインターネット上で取り扱わない場合でも、そ

れらに関する定義や情報提供の説明といった販売

ルールについては、全てホームページ上に記載い

ただく点などがございます。 
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 スライド31ページも掲示事項についてのご説明

となります。 

 担当業務については、保管・陳列・販売・情報

提供・相談・発送等をそれぞれ誰がいつ担当して

いるのかが分かるように記載が必要です。また、

販売記録をとる場合など個人情報の利用目的につ

いても記載が必要です。 

 なお、ネット販売において、レコメンドは禁止

されておりますが、購入者からの求めに応じて情

報提供を行う場合は、それぞれの実施方法に応じ

てあらかじめ同意を得ておく必要がありますの

で、こちらも注意が必要です。 

 

 

 

 スライド32ページも掲示事項についてのご説明

となります。 

 ネット販売において、基本画面は医薬品のリス

ク区分ごとの表示が出来ることが必要です。リス

クごとに分類したページを設けていることでも

OK としております。 

 なお、検索結果については、リスク区分を見や

すく表示するとともに、それぞれのリスクの内容

を表示することで構わないとされております。 

 医薬品の使用期限の表示については、製品ごと

に使用期限を記載しなくても、一番短い期限を表

示することや、使用期限終了まで○日以上と表示

することでも構わないとされております。 

 ここまでが医薬品のネット販売のご説明となり

ます。 

 

 

 

 スライド33ページをご覧下さい。ここからは医

薬品等の広告規制や監視に関するご説明です。 

 広告について、薬事法では第66条、67条、68条

により規制されております。第66条は虚偽・誇大

広告等の禁止についてです。この条文は、医薬品

等に関する虚偽又は誇大な広告を禁止する規定で

す。具体的には医薬品等の名称、製造方法、効能・

効果、性能に関する虚偽・誇大な記事の広告や記

述、流布を禁止するものです。本条については、

何人に対しても適用されます。必ずしも医薬品等

の製造販売業者等に限定されません。 

 次に第67条ですが、こちらは特定疾病用医薬品

の広告を制限するものです。その使用に当たり高

度な専門性が要求される、がん、肉腫及び白血病

の医薬品に関して、一般人を対象とする広告の制

限を設けています。 

 次に第68条ですが、こちらは承認前医薬品等の

広告の禁止です。承認又は認証前の医薬品又は医

療機器について、名称、製造方法、効能・効果、

又は性能に関する広告を禁止する規定です。承認

や認証前の広告は承認や認証の内容の如何によ

り、虚偽又は誇大な広告などになるおそれがある

ため、これを未然に防止するために設けられてい

るものです。 
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 スライド34ページをご覧ください。 

 医薬品等の広告の取締りにあっては、33ページ

でご説明した薬事法第66条から68条において規制

し、別途「医薬品等適正広告基準」という通知に

より、その適正化を図っているところです。違反

広告に対しては、国、各都道府県等の薬事監視員

が監視・指導を行っております。 

 また、関係団体においては、積極的に医薬品等

の適正広告のための自主規制に努めていただいて

おります。 

 

 

 

 スライド35ページをご覧ください。 

 医薬品等の広告の監視については、厚生労働省

と都道府県において、インターネット上でも実施

しております。薬事法違反の広告、またはその疑

いのあるものについて、例えばネットオークショ

ンの場合には出品者に対して削除を要請したり、

広告を行っている者が国内事業者で住所等が分か

る場合は改善指導、海外に所在がある場合は警告

メールを送信し、いずれも改善指導等に従わない

ような場合は、プロバイダ等に削除依頼を行うな

どの措置を取っております。 

  

 

 

 スライド36ページをご覧下さい。食品の新たな

機能性表示制度について簡単にご紹介致します。 

 これは、昨年６月に閣議決定された規制改革実

施計画の１つで、消費者庁の検討会において本年

７月に報告書が公表されております。また、同様

の趣旨の内容が昨年６月に閣議決定された日本再

興戦略でも述べられております。 

 内容は、いわゆる健康食品をはじめとする食品

に機能性表示を行うことについて容認するという

ものです。制度構築にあたっては、米国のダイエ

イタリーサプリメントを参考に、企業等の責任に

おいて科学的根拠のもとに機能性を表示できるも

のにするというものであり、今年度中に結論、措

置を行うこととしております。 

 ここまでが医薬品等の広告に関するトピックの

ご案内でした。 

 

 

 

 スライド37ページをご覧下さい。ここからは最

後のトピックスとなりますが、ここからは PIC/S

についてご説明させていただきます。 

 PIC/S とは和訳すると、医薬品査察協定および

医薬品査察協同スキームであり、医薬品分野での

調和された GMP 基準及び査察当局の品質システム
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の国際的な開発・実施・保守目標とした査察当局

間のボランタリーな枠組です。 

 PIC/S は任意の国際的な取り組みで、EU を中心

に米国 FDA に加え、日本及び韓国も加盟し、全世

界43カ国、46当局が加盟している状況です。 

 我が国においても、使用者の保護、すなわち国

民の安心安全の確保ということはもちろん、行政

リソースの有効活用ということでもあり、また、

製薬業界にとってはグローバルな PIC/S、GMP に準

拠することにより、国際的な流通が容易になるで

あろうということで、加盟に向けて取り組んで参

りました。 

 

 

 

 スライド38ページをご覧ください。このスライ

ドでは、PIC/S の目的をお示ししております。 

 PIC/S の目的についてですが 

(a)GMP 査察分野における相互信頼の維持、査察

品質の向上をはかるため、加盟当局の協力関

係を推進・強化すること 

(b)ボランタリーベースになるが、情報や経験を

共有する枠組みを提供すること 

(c)相互トレーニングを開催すること 

(d)査察等に関する技術的基準、手順の改善、調

和を図ること 

(e)GMP 基準の作成、調和、維持を目的とした共

同の取組を継続すること 

(f)MRA(国際相互承認協定: Mutual Recognition 

Agreement)とのリンク等を想定して、規制当

局間の協力関係を拡大しグローバルハーモナ

イゼーションを実現すること 

以上の通りとされています。 

 

 

 

 スライド39ページをご覧下さい。 

 PIC/S 加盟の必要性ですが、使用者の保護、す

なわち、世界標準の GMP をクリアした医薬品を日

本国内に流通させ、国民の安心・安全確保に資す

ることが挙げられます。 

 さらに、行政リソースを有効に活用できるとい

うメリットがあり、また、企業側にとっても、GMP

査察にかかる人、コストの削減にもつなげられる

と期待されます。 

 また、日本の製薬業界にとっては、海外輸出の

際、輸出先国で、PIC/S GMP 準拠が流通要件とな

るケースが見受けられ、ますます国際化する医薬

品流通において PIC/S 加盟の必要性が高まってい

るところでした。 

 

 

 

 スライド40ページをご覧ください。PIC/S 加盟

にあたっての課題についてです。 

 国内GMPガイドラインのPIC/S GMPとの整合性

の確保に加え、GMP 調査当局の品質システムの整

備、連携という点では、日本の調査当局が、厚生

労働省、PMDA 及び都道府県とで、一体的である事

を対外的に示す必要がありました。 

 また、個々の GMP 調査員の質の確保が課題であ
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り、調査員の資格要件の設定、教育訓練プログラ

ムなどといったところまでしっかり行き届くよう

やっていく必要がありました。 

 特に、国際的に認められるためには、人事異動

があっても査察レベルが維持できるシステム・制

度設計が求められる、といったことが PIC/S 加盟

にあたっての課題としてあげられておりました。 

 

 

 

 スライド41ページをご覧下さい。PIC/S 加盟ま

での経緯の説明です。 

 平成24年３月に PIC/S 加盟申請書類を事務局に

送付し、翌平成25年５月に加盟申請が受理され、

同年９月に実地のアセスメントを受けました。 

 この間、加盟に向けた国内の体制づくりとして、

PMDA、都道府県の GMP 調査体制の充実を図る施策

等を実施しておりました。 

 そして、本年５月のイタリア・ローマで開催さ

れた PIC/S 総会で、日本の PIC/S への加盟が承認

され、平成26年7月1日付けで PIC/S に加盟致しま

した。日本は45番目の PIC/S 加盟当局となり、厚

生労働省医薬食品局、PMDA および各都道府県の

GMP 調査当局が参加することになりました。 

 

 

 スライド42ページは、PIC／S 加盟に関して本年

５月20日に公表された厚生労働省からのプレスリ

リースのご紹介です。 

 

 

 

 スライド43ページは、本年６月２日に PIC／S

のホームページに掲載されたプレスリリースのご

紹介です。 

 ここまでが PIC/S に関するご説明でした。 

 

 

 

 以上、駆け足で誠に恐縮ではございますが、監

視指導業務全般についてのご紹介、ご説明となり

ます。 

 本日はご清聴いただき、誠にありがとうござい

ました。 
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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。 

 

 

 

 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、PMDA の組織図です。 

 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。 

 スライドの水色部分は審査業務、薄い赤色部分

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

た主な部分は、新たに次世代審査等推進室を設置

したことです。これは、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行うため

に設置されたものです。 

 

 

 これは、新薬審査の各部と担当分野との関係の

表です。 

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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 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いたします。 

 

 

 

 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、 近、「承認申請書に記載しなかったパラ

メータ一覧」が申請時に添付していない企業が増

えています。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いただきますよう、お願いい

たします。  
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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。 

 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いたします。 

 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。 

 

 

 

 そのほか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、そのままで構いませんし、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

いただくようお願いいたします。 

 資料に添付するタグ、特に第１部及び第２部に

ついては、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い

たします。 

 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、平成24年４月11日付けの通知

で、「医薬品リスク管理計画」を策定するための指

針を示しています。この指針は、昨年４月１日以

降に承認申請される新医薬品から適用されていま

すので、指針に沿って「医薬品リスク管理計画」

を作成・改訂いただくようお願いします。なお、

今後も、申請の際、医薬品リスク管理計画書につ

いては CTD の第１部に案を添付していただきます

ようお願いいたします。 

 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。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。 

 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

ようお願いいたします。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。  
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 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」、「品質

リスクマネジメントに関するガイドライン」及び

「原薬の開発と製造ガイドラインについて」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。  

 

 

 

 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、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本年7月に

Step5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。  

 

 

 

 本スライドでは、 近発出されました通知をご

紹介させていただきます。 

 従来より、MF の規格及び試験方法に米国薬局方

（USP）又は欧州薬局法（EP）にしたがった設定を

行っている場合であっても、当該規格及び試験方

法を簡略記載せずに再現できるだけの内容を記載

していただいてきたところですが、平成25年10月

に発出されました事務連絡により、製造販売承認

申請品目に MF 登録されている原薬を使用する場

合であって、製造販売承認申請書において原薬の

規格及び試験方法を別途規定する場合にあたって

は、当該 MF の規格及び試験方法が USP 収載品又は

EP 収載品の場合に限って、MFの規格の成分及び分

量又は本質欄の規格及び試験方法は空欄とした上

で、規格及び試験方法を「USP（又は EP）○○○

による」とすることで差し支えない、ということ

になりました。 

 また、製造販売承認申請書における原薬の製造

方法の記載については、従来より、有効成分の数

にかかわらず、全ての有効成分の製造方法を承認

申請書本文中に記載していただいていたところで

すが、有効成分が3種類以上のものについては、従

来の記載方法に加え、原薬の製造方法欄に記載す

べき内容を別紙として添付することも可能となり

ました。別紙における製造方法の記載例について
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は、本通知をご参照ください。なお、製造方法を

別紙に添付する場合においても、原薬の製造方法

の記載については従来の方法と同様に具体的に記

載することに留意してください。 

 

 

 

 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

変更のための一変申請や剤形追加の申請におきま

しては、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、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 審査過程において、一変相当と判断された軽微

変更届による製造所追加の事例です。 

 申請者は、平成17年２月10日付 薬食審査発第

0210001号別添2における「関連工程を共有する同

系統の品目についても過去２年以内の GMP 実地調

査で GMP 適合とされている製造所」であるとして、

製造所を軽微変更届で追加していました。 

 しかしながら、GMP 適合を受けた品目と審査対

象品目において、重要品質特性や製剤化の原理が

異なる場合には注意が必要であり、当該事例では

GMP 適合を受けた品目は乾式造粒、審査対象品目

は直接打錠という相違により製剤化の原理が異な

っていたことから、関連工程が共有されたとは判

断できず、一変相当の変更と判断されました。 

 このような事例もありますので、製造所の変更

について、当該通知に相当するか不明な場合は、

簡易相談等により予め審査担当部に相談いただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 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。 
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 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

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いたします。  

 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。 

 ただし、製造場所の変更のうち、原薬又は製剤

の保管のみに係る施設の変更の場合については、

適切に変更管理がなされたものにあっては、軽微

変更届出による対応を可能としております。 

 

 

 

 次に、生物由来原料基準に関する事務連絡につ

いてです。 

 品質(９)及び(10)においてお示しする事務連絡

につきましては、昨年までの管理者講習会でもご

紹介しているところですが、 近でもマスターセ

ルバンクや原薬の製造に使用された生物由来の原

材料の位置づけを適切に認識されていない事例が

散見されておりますので、重ねて説明させていた

だきます。 

 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生物由来原

料基準の規定を満たさない生物由来原材料の使用

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、平成21年

３月に、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、

ということになっております。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、本来、マスターセルバンクの製

造に用いられる培地等の成分としては生物由来原

料基準への適合が確認されたものを使用するべき

であり、（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を再構築する際には、
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生物由来原料基準に適合した原材料へ切り替える

べきとされていることに留意してください。 

 

 

 

 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。 

 なお、生物由来原料基準につきましては改正が

予定されており、既に厚生労働省において意見募

集が実施されたところです。改正案では原料の製

造に係る記録・保存が必要とされている事項や反

芻動物由来原料の使用可能な原産国などに関する

変更が提示されております。今後の動向を踏まえ、

適切にご対応いただけますよう、お願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 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をはじめ、確認を行っており

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。 

 

 

 

 生物由来製品又は特定生物由来製品への指定は

薬事・食品衛生審議会での審議を経て行われます

が、承認審査において、生物由来製品又は特定生

物由来製品への指定が適切と判断される品目につ

きましては、審査の過程で、スライドにお示しし

ておりますような生物由来製品又は特定生物由来
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製品指定資料のまとめの作成をお願いしていると

ころです。審査において確認されたものを、その

後の CTD の改定の際に CTD1.10に追加していただ

くようお願いいたします。なお、この様式につき

ましては、今後、正式に通知等で示される予定で

す。 

 

 

 

 こちらは、遺伝子組換え医薬品等の宿主細胞に

ついて記載する際の例示です。 

 

 

 

 こちらは、培地等の成分について記載する際の

例示です。 

 

 

 

 申請内容が、生物学的製剤基準の改正や毒薬・

劇薬の指定を伴う場合に提出が必要になる資料に

ついて、事務連絡が発出されました。  

 対象となる可能性がある申請の例をここにお示

ししました。 

 剤形追加や製造方法の変更等によって、生物学

製剤基準の記載を改正する必要が生じる可能性が

あります。 

 また、容量を増やした製剤は、毒薬・劇薬等の

指定審査資料の提出が必要になる可能性がありま

す。申請がいずれかに該当しないか、確認をお願

いします。 

 資料の様式は、こちらにお示ししました、平成

26年8月25日付の事務連絡に添付されております。

資料は、生物学的製剤基準の改正については、

CTD1.13に、毒薬・劇薬等の指定審査資料は従来通

り CTD1.10に含め提出してください。 

 なお、当該資料が必要か判断できない場合には、

厚生労働省の審査管理課にご相談ください。 

 

 

 

 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、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
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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。 

 

 

 

 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。 
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 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。 

 

 

 

 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。 
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 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。 

 

 

 

 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、後ほど説明しますが、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昨年７月及び本年４

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
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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

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 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試験や臨床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」の項などへの記載事項の根拠となります。

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、現在、平成13年に発出された薬物相互作

用の検討方法に関する通知の改定作業中です。本

年７月に、事務連絡「医薬品開発と適正な情報提

供のための薬物相互作用ガイドライン（ 終案）」

が発出されていますので、この 終案も参考にし

ながら薬物相互作用の検討を行ってください。 
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 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。 

 

 

 

 薬物動態の評価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。 

 昨年７月及び本年４月に低分子化合物を中心に

クロマトグラフィーによる測定及びリガンド結合

法による測定を対象とした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。これらのガイド

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及び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、十分な信頼性を有することを保証するため

のバリデーション及びその分析法を用いた実試料

分析に関する指針を示したものです。 

 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し本年1月に発出

しました。 

 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、パブリックコメントが

終了して、平成13年に発出された通知の改定版の

終案が７月に公表されています。 

 

 

 

 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」は本年５

月に国内ガイドラインとして発出されました。ま

た、M7｢変異原性不純物の評価及び管理｣は、本年

６月のミネアポリス会議で step４に到達しまし

た。 

 また、S1「がん原性試験」の改定については、

現在ガイドライン改定のための前向き評価が実施
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されています。 

 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。 

 

 

 

 「医薬品の光安全性評価」に関するトピック S10

は、2010年６月にトピック採択後、約３年半をか

けて Step４に到達しました。その後、国内におい

ては、邦訳され、本年５月21日付けで発出されて

います。日本側が提案した光毒性評価系であるROS

アッセイが採用され、光毒性の実験的評価を行う

前に選択が可能となり、陰性結果であれば光毒性

の評価を終了できることになりました。決定樹も

ガイドライン中に挿入され、光安全性評価手法の

計画及び光安全性の判断が容易にできるようにな

っています。なお、本ガイドラインの特徴として、

評価方法の選択は、薬剤開発者に委ねられており、

柔軟なアプローチが可能となっています。 

 

 

 

 「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。 

 本年６月のミネアポリス会議で Step４に到達

し、現在 Step５に向けて準備が進められていま

す。 

 

 

 

 M7の主な内容はこの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。昨年8月にはそ

のための根拠文書が確定し、現在、前向き評価が

実施されています。今後、結果の解析や内容を検

討して、４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
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願い致します。 

 

 

 

 ICH 以外で安全性に関わるガイドラインとし

て、「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」

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は、まず、drafting 

goup が組織され、その後、WHO 本部で約20ヵ国か

らの専門家による討議を踏まえて、パブリックコ

メントが募集され、昨年12月に発出されています。 

 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。 
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 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ください。 

 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。 

 

 

 

 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、
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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

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。 
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 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、

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
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において、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、申請品目の承認後の対応に関連して生じ

た問題についてご紹介します。 

 ①申請後の副作用発生リスクの増加情報に対し

て、欧米等の状況を踏まえつつ、国内における適

正使用の徹底に関する事例、②新規効能を有する

剤形の追加にあたり、既承認品目の効能・効果に

対する手当に関する事例などにおきまして、事前

の準備、検討が不十分な事例が生じています。こ

のような場合、照会回答や申請準備に長期間を要

する場合が少なくありません。 

 柔軟な状況変化への対応の準備や既承認品目へ

の手当に関する事前検討などは、見落とされる場

合もありますので、ご留意をお願いします。 

 

 

 

 以上のように、ご紹介した審査長期事例のよう

な事態を避けるため、また、近年は、日本で世界

初の臨床試験開始という事例も増えてきています

ので、被験者の安全性をより確保し、スムーズな

治験開始のためにも、治験相談を積極的にご活用

頂くようお願い致します。なお、11月よりメニュ

ーの追加・改正を予定しております。 

 

 

 

 これ以降は、ここにある 近の話題等に関する

こと、２つについて説明します。 
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 昨年11月に薬事法の一部を改正する法律が成立

し、公布されています。この法律では、医薬品、

医療機器の制度改正と並んで、再生医療等製品の

特性を踏まえた規制の構築が盛り込まれていま

す。 

 現在、医薬品として取り扱われると考えられる

ような再生医療等製品の開発等を行っている企業

の方もおられるかもしれないため、追加の話題提

供をさせていただきます。 

 

 

 

 改正薬事法では、生きた人の細胞を加工した物

等について、医薬品や医療機器とは別に「再生医

療等製品」が新たに定義され、医薬品、医療機器

とは別の章が設けられています。 

 

 

 

 また、再生医療等製品に対しては、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が導入されま

す。 

 

 

 

 それを図で示すとこのようになりますが、患者

のアクセスを迅速化するとともに、市販後の安全

対策を講じるとともに有効性等についてさらなる

検証をするこが義務づけられます。 

 

 

 

 また、再生医療等製品用の製造管理及び品質管

理の基準である GCTP も新たに設定される他、再生

医療等製品の製造用の業としての採血も可能とな

ります。 

 

 

 

 この再生医療等製品に関する制度は、本年11月
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25日に施行されることが決まり、現在、施行に向

けて承認申請から市販後まで、新カテゴリーとし

ての省令、告示、通知を整備しています。申請の

基本通知をはじめとして、ここにお示ししたよう

な通知がすでに発出されていますので、今後も通

知の発出動向には注意してください。 

 

 

 

 制度の施行に際しては、治験届出、不具合報告、

副作用報告等は、法施行日までは医薬品又は医療

機器の従前の区分の続きで対応をお願いします。 

 また、改正法の再生医療等製品に該当するもの

は、施行規則の公布日以降は再生医療等製品区分

での承認申請を行うことができます。（FD での申

請は来年以降の可能となる見通し。当面は紙申

請。） 

 再生医療等製品の対面助言等の相談メニューや

手数料の案については、11月からの運用を目途に

今後公表していく予定です。 

 

 

 

 その他、再生医療等製品に該当する製品は、11

月以降は副作用被害救済制度の対象にもなります

ので、あわせてご留意ください。 

 

 

 

 審査管理課からの説明にもありましたとおり、

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

められる中、本邦では、健康医療戦略においても

「PMDA 自らが臨床データ等を活用した解析や研

究を進める」ことが求められたこと等を受け、PMDA

では、医薬品承認申請時の電子データ利用のため

の具体的検討に取り組んでおります。こちらのス

ライドは構想の概要を示したものです。承認申請

時に PMDA 自らが申請電子データを解析すること

で審査の効率化・高度化を図るとともに、蓄積し

たデータに基づき、Modeling and Simulation 等

を活用してさらに製品に共通する情報を解析する

ことで開発の効率化を図り、日本発の革新的な製

品の創出につなげることが期待されると考えてお

ります。 

 

 

 

 このスライドでは、臨床試験電子データ提出・

活用実現への具体的なプロセス案ですが、今後の

検討内容や、実施予定に関しては変更の可能性も

ありますことをご了承ください。 

 昨年９月１日には「次世代審査・相談体制準備
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室」が、本年４月１日には PMDA 内の正式な部署と

して「次世代審査等推進室」が設置されました。 

また、本年６月20日には、「承認申請時の電子デー

タ提出に関する基本的考え方について」の通知が

発出されたところです。 

 電子データ提出の開始は現時点では平成28年度

を予定しており、既に平成25年度から、製薬企業

のご協力のもとで各種審査パイロットを実施して

おります。 

 現時点では、平成30年度には、移行措置期間を

終え、全ての新医薬品の申請において、電子デー

タをご提出いただくことを想定しております。 

 

 

 

 承認申請時に提出される電子データの活用に向

けては業界のご協力が不可欠です。具体的には、

業界との間で作業部会を設置して制度面又は技術

面での課題について検討を進めるとともに、製薬

企業各社にご協力いただき電子データ利用に関す

るパイロットに取り組んでおります。こちらのス

ライドはパイロットのスケジュール及び主な実施

内容を示したものです。平成25年度には「機構に

おけるフィージビリティー確認」を、平成26年度

には「電子データ利用と審査プロセスの検討」を

目的としたパイロットを実施しております。また、

平成27年度には「実際の審査を想定した電子デー

タ利用の検討」を目的としたパイロットを実施予

定としております。パイロットの詳細等について

は機構 HP で随時公表しておりますので、引き続き

ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 申請データの電子的提出に関する基本的考え方

については、本年６月20日付けで厚生労働省より

「承認申請時の電子データ提出に関する基本的考

え方について」通知及び当該通知に係る Q&A が発

出されております。より具体的な事項については、

今後発出を予定している実務的通知、Q&A、その他

の文書等において公表してまいります。 

 なお、基本通知及び英訳版につきましては、機

構 HP にて公開しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

 後に、電子データ提出開始までの今後のスケ

ジュール案についてご説明させていただきます。

通知関連としましては、既に発出済の基本的通知

に加え、今後データ提出の実務的通知、さらにど

のようなデータ形式にて提出いただくか等を定め

た技術的準拠ガイド（仮称）を予定しています。

それらのほか、今後、申請時に提出する電子デー

タの範囲や様式、関連情報等に関する新たな相談

枠、「申請電子データ提出計画相談」（仮称）を設

置することを予定しておりますが、この関連の通

知も発出する予定です。 

 電子データ提出に係る PMDA 内のシステム構築

に関しても、平成28年度の電子データ提出開始に
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向け、作業・検討を進めている状況です。 

 

 

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いたしま

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時にご確認いただきたい

ことですが、 

 １点目は、先発医薬品の再審査期間が終了して

いること。 

 ２点目は、先発医薬品と同等の品質、生物学的

同等性が確保されていること。 

 ３点目は、効能や効果に係る再評価の指定中の

場合、再評価に係る資料が添付されていること。 

 ３点目について、再評価の指定中の場合、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｡

補足ですが、再評価指定中の効能を除外した虫食

い申請は認められません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。 

 

 

 

 審査の主なポイントにつきましても例年通りの

内容となります。 

 ３点目についての補足ですが、先発医薬品にな

い剤形又は含量違い製剤を開発する場合は、医療

上の必要性のみならず、適用外使用を助長するお

それがないか、取り違いのおそれがないかなど、

医療安全および適正使用上の観点からも予め十分

に検討してください。そして申請時添付資料には、

臨床使用実態に関する具体的なデータを提示した

上で、当該製剤の開発の経緯、医療上の必要性等

をご説明ください。なお、OD 錠と OD フィルム剤

は剤形が異なるためご留意ください。 

 

 

 

 審査の流れは、例年通りの内容です。 

 MF を利用する場合、製剤の MF の審査が終了し、

軽微変更届出又は変更登録申請の手続きが完了し

た上でないと製剤の FD 申請書差し換え指示は出

せませんので、審査の遅延を来さないよう MF 登録

業者との情報共有を十分に行ってください。 
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 PMDA における各担当業務の窓口を示しました。 

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。 

 

 

 

 続いて、承認申請上の留意点について説明いた

します。 

 

 

 

 次に、販売名について説明いたします。 

 単一の有効成分からなる品目の販売名には、原

則として、有効成分の一般的名称を用いてくださ

い。 

 ブランド名で既に承認を受けている後発医薬品

の剤形違い、含量違い製剤であっても、既承認製

剤を含め、可能な限り一般的名称を用いた販売名

とするようご検討ください。 

 なお、スライドには記載がありませんが、投与

量が塩やエステル部を含む場合は、一般的名称と

してこれらを省略しないようご注意ください。 

 

 

 

 続いて、配合剤の販売名について説明いたしま

す。 

 配合剤の場合は、単一の有効成分からなる品目

と異なり、一般的名称を基本とするのではなく、

ブランド名を付してください。 

 共通のブランド名を用いる場合は、末尾に「屋

号」を付してください。 

 錠剤であれば「配合錠」、顆粒剤であれば「配合

顆粒」等と付してください。 

 配合成分の種類の異なる品目又は配合成分の配

合量が異なる品目について同一のブランド名を使

用する場合には、適宜接尾字等を付してください。 

 

 

 

 販売名の関連通知を示しましたので、ご確認く

ださい。なお、４点目の｢医療用配合剤の販売名の

取扱い｣及び｢インスリン製剤販売名の取扱い｣の

一部改正について｣が本年７月に発出されており
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ますので合わせてご確認ください。 

 

 

 

 成分分量欄について説明いたします。 

 まず、添加物は、可能な限り日局収載品を使用

してください。 

 また、添加物の配合目的は、製造方法等から適

切な記載としてください。不適切な配合目的は審

査の遅れにつながりますので、ご留意ください。 

 プレミックスとして構成されている有効成分や

添加物については、具体的な構成成分の情報を記

載してください。 

 テキスト欄には、製剤単位、複数の MF を利用す

る場合の MF 登録番号、添加物の特定等を記載して

ください。 

 

 

 

 次に製造方法欄について説明いたします。 

 軽微変更届への該当性に関する考え方について

は、こちらに記載の通知等を基に判断してくださ

い。判断に迷った場合は、簡易相談で相談するこ

とが可能です。 

 申請後は申請者の都合による申請内容の変更、

例えば原薬の変更等、新たな製造所や製造方法の

追加又は変更は受付けられません。審査終了時期

の延長に繋がりますので、申請前に十分にご確認

ください。また、FD 申請書差し換え後は、記載整

備であっても変更は受け付けられませんので、提

出前に予め社内にて十分にご確認ください。 

 

 

 

 その他、製造方法に関しては、こちらの通知を

参照してください。 

 なお、本年５月に４点目の「３種類以上の有効

成分を含む医薬品及び医薬部外品の製造販売承認

申請書における製造方法欄の記載について」が発

出されましたのであわせてご確認ください。 

 

 

 

 続いて原薬の製造方法についてご留意いただき

たい点です。 

 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｡出発物質の管理として、確認試験や純度試験が

不十分な事例や、 終中間体以降の原材料が管理

されていない事例が散見されるため、十分ご留意

ください。 
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 特定の原薬については、製造方法の記載簡略化

が認められております。詳細はこちらのスライド

および通知を参照してください。 

 

 

 

 こちらは、製剤の製造方法の記載に関してご留

意いただきたい点です。 

 承認申請時にパイロットスケールでの標準的仕

込み量を記載する場合、添付資料に実生産スケー

ルとは異なる旨を明記してください。また、実生

産スケールが確定した段階で、申請者自ら速やか

に審査担当者に連絡してください。 

 受け入れ試験工程として、原薬が規格に適合す

ることを確認する製造所を記載してください。特

に、原薬及び製剤とも海外製造所にて製造される

場合、原薬の規格適合性を担保する製造所が明確

となるよう記載してください。 

 

 

 

 重要工程は漏れなく記載してください。 

 重要工程として設定すべきか否かについては、

品質に及ぼす影響に基づき判断し、添付資料には

当該検討項目に関する結果、立証された許容範囲

等を記載してください。 

 無菌医薬品の滅菌条件の設定が不十分なケース

が見られることから、こちら３点目に示した指針

に従い適切に設定してください。 

 その他、近年、多い照会事項として、工程管理

において、錠剤質量や水分等を測定する場合、測

定に用いる試料数や試料採取量が記載されていな

いケース、気密性の担保のための工程管理が設定

されていないケースが多く認められますのでご留

意ください。 
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 一部変更承認申請時の新旧対照表の製造方法欄

に関してご留意いただきたい点です。 

 スライド21と22では、新旧対照表の記載例を示

しております。新旧対照表では変更がある大項目

について、下線や備考欄等を用い、変更点が明確

になるように記載してください。前回の承認事項

から軽微変更届により変更した箇所がある場合

は、変更内容が確認出来るように工夫してくださ

い。なお、変更がない箇所については一部省略す

ることも可能ですが、製造方法欄については、少

なくとも連番及び製造所名は省略せずに記載する

ようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 以降は、後発医薬品承認申請時の添付資料につ

いて説明いたします。 

 申請時に添付すべき資料に不足がないよう、関

連通知を含め、十分にご確認ください。 

 スライドに記載はありませんが、近年は製剤学

的特性を有する製剤が多くなっておりますので、

特に放出制御製剤や先発医薬品とは異なる製剤学

的工夫や改良が施された製剤では、起原又は発見

の経緯に関する資料（イ）、若しくは製造方法に関

する資料（ロ）として、開発の経緯、製剤設計に

おける検討項目、添加物の選定理由や配合目的、

製造工程に関する説明、容器及び施栓系の選定理

由等を説明してください。 

 治験相談を行った場合は、当該相談記録の写し

を添付してください。 

 原薬の結晶多形等に関する参考資料について

は、薬食審査発第0616号第1号に従い、結晶形を判

断するに至った根拠を含めて提出してください。

また、複数の MF を利用する場合は、MF 毎に提出

してください。 

 

 

 

 こちらのスライドは円滑に審査を進めるにあた

り重要なスライドです。 

 まず、留意していただきたいこととして、申請
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時に必要な添付資料が提出されていない場合、す

べての資料が提出されるまで審査は着手できませ

ん。資料の提出漏れがないよう十分に確認してく

ださい。 

 一部変更承認申請に際しては、変更内容に応じ

た資料の提出が必要です。 

申請資料は、薬事法施行規則第43条第1項に基づ

き、正確に作成されたものである必要があります。

誤記等がないよう申請者の責任の下で、申請前に

十分に確認してください。類似した別品目の資料

が添付されていたり、FD 申請書に別品目の販売名

が記載されていたりするケースも認められていま

す。 

 また、効率的な審査を行うため、試験結果に対

する考察（すなわち申請者の見解）を記載し、結

果の概要が把握できる資料を作成してください。

例えば、安定性試験成績について、製剤全体とし

ての経時的変化が明確に把握できるよう、項目ご

とにページを分けて記載するのではなく、一覧表

にまとめて、温度や湿度による製剤への影響を説

明してください。 

 提出形態について２点お願いがあります。 

 １点目は、左側に２穴を開けて綴じ、ページ番

号を付し、目次をつけてください。また、項目ご

とにタイトルを記載し、項目名のタグをつけてく

ださい。必要な情報を適格に把握し、円滑な審査

が行えるよう、審査員の目線での資料作成をお願

いいたします。 

 ２点目は、含量違い製剤を同時申請する場合に

ついて、添付資料は含量違い製剤ごとに作成する

のではなく、１つにまとめて作成し、含量違い製

剤間で異なる点が明確となるように記載してくだ

さい。含量違い製剤間で異なる箇所や同一の箇所

を把握するために、複数の資料を見比べながら審

査を行うことにならないよう、ご協力をお願いい

たします。 

 

 

 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。 

 原薬及び製剤の実測値については、３ロット（１

ロットにつき３試料）の結果を提出し、資料中に

使用したロットの製造年月日、製造スケール、製

造場所等の情報を記載してください。 

 原薬のうち、日局又は局外規収載品の実測値の

提出は必要ありませんが、「別に規定する」項目は、

規格設定の有無によらず提出が必要となりますの

でご留意ください。 

 複数の製造所で製造された原薬を使用する場

合、または製剤の同一工程を複数の製造所で行う

場合は、主要な製造所で製造された原薬又は製剤

に関する資料を提出してください。この場合、そ

の他の製造所で製造された原薬又は製剤について

も、申請者の責任の下で収集することが必要です。

一部変更承認申請のうち、原薬の規格及び試験方

法のみを変更する場合、原薬に係る実測値を提出

してください。製造方法等の変更に規格及び試験

方法の変更が必要と審査の過程で判断された場合

にも、実測値の提出が必要です。 

 

 

 

 不純物及び残留溶媒は、こちらに示す各種ガイ

ドラインに準じて管理してください。 

 安全性確認の必要な閾値を上回り、かつ先発医

薬品での管理を上回る不純物については、安全性

に関する資料として、遺伝毒性試験、一般毒性試

験等の成績を提出してください。 

 規格設定を行わない場合でも、適切な管理が行

われていることを確認するための資料として、実

測値及び分析法バリデーションを提出して説明す

る必要があります。 

 また、先ほどのスライドでは主たる製造所での

実測値を提出すれば良いとお伝えしましたが、不

純物及び残留溶媒に関しましては、複数の製造所

で製造された原薬を使用する場合、製造所（製造
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工程）ごとに不純物及び残留溶媒の実測値を提出

し、製剤に使用する原薬として適切に管理されて

いることを説明してください。 

 

 

 

 類縁物質の管理は、原薬及び製剤について、製

造工程又は保存期間中の分解物として理論的に想

定される類縁物質を全て列挙し、検討された試験

方法での検出の可否、実測値等を示してください。

また、定量法や溶出試験の試験条件に類縁物質の

影響がないことを分析法バリデーションにて検討

してください。 

 試験方法の設定根拠、規格値の妥当性について

は、具体的な検討結果を示した上で、説明するこ

とが必要です。 

 想定される不純物の確認等が不十分なために、

審査の遅延に繋がっている事例がしばしば認めら

れていますので、申請前に十分ご検討いただきま

すようご留意ください。 

 

 

 

 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。 

 関連通知はスライドを参照してください。 

 

 

 

 まず、新規承認申請における安定性に関する資

料について、 

 製剤の安定性に関する資料として、原則、加速

試験成績が必要となります。ただし、審査の過程

で長期保存試験成績の提出が求められた場合に提

出できるよう、加速試験と同時に長期保存試験を

実施してください。特に、先発医薬品にない含量

違い製剤、結晶形が異なる原薬を使用した製剤、

冷所保存製剤などでは、審査の過程で提出を求め

ることが想定されます。 

 また、加速試験により３年以上の安定性が推定

されない医薬品や、既承認製剤にない剤形追加で

は、申請時に少なくとも12ヶ月の長期保存試験成

績を提出する必要があります。 

 長期保存試験成績に基づき有効期間を設定する

場合でも、輸送中に起こりうる貯蔵方法からの短

期的な逸脱の影響を評価するために、加速試験成

績を提出し、逸脱時の安定性を考察すべきと考え

ます。 

 

 

 

 一変申請における安定性に関する資料について

です。 

 製造方法を変更する場合は、スライドにある事

項を記載した「安定性試験の実施に関する資料」
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を提出してください。 

 処方変更や容器の変更等では、安定性試験成績

の提出が必要となります。 

 規格及び規格及び試験方法の変更等の場合、申

請時に安定性に関する資料の提出は必須ではあり

ませんが、審査の過程で、求められた場合は提出

してください。 

 

 

 

 審査中に、継続中の安定性試験成績を追加提出

する場合の留意点を説明いたします。 

 継続中の安定性試験については、測定時期ごと

の提出予定時期を添付資料に記載し、結果が得ら

れた時点で申請者自ら速やかに提出してくださ

い。 

 有効期間は、得られている安定性試験成績に基

づき設定してください。 

 審査の過程で、継続中の長期保存試験成績を追

加提出する場合、審査期間を考慮した上で、遅く

とも申請書差換え期日前の適切な時期までに提出

してください。なお、申請書差し換え期日以降に

提出された資料に基づく有効期間の設定はできま

せんのでご留意ください。 

 有効期間の設定にあたり、長期保存試験成績に

加え、加速試験成績を利用する場合は、有効期間

の推定に係る結果を添付資料に記載してくださ

い。 

 安定性の評価が適切に行われていない事例が認

められています。申請時に必要な安定性試験成績

が提出されていない場合、審査に着手できません

ので、再度ご確認をお願いいたします。 

 

 

 

 続いて、生物学的同等性に関する資料について

説明いたします。 

 平成24年に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、スライドの各種ガイドライ

ン等をご確認ください。 

 

 

 

 同等性の評価方法・判定基準に関する留意点を

説明いたします。 

 ガイドラインによらない評価方法を用いる場合

には、評価方法の設定根拠と妥当性を説明してく

ださい。同等性については、予めプロトコルに規

定した方法で判定する必要がありますので、規定

した判定基準を満たさない場合、同等性が保証さ

れるとは判断できません。 

 内因性物質を評価指標とする場合には、ベース

ラインからの変化量など、投与前後の差を評価す

る必要があります。 

 また、動物による評価は、ヒトへの外挿性が公

知である場合を除き、原則、認められません。動

物による同等性試験を行う場合には、その妥当性

について、事前に対面助言を利用することをお勧

めいたします。ただし、特殊な DDS 製剤等の場合、

同等性担保のために、補足として動物試験実施が
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必要になる可能性もあることをご留意ください。 

 

 

 

 予試験について、局所皮膚適用製剤では、本試

験に先立ち、定常状態に達する時間を検討する予

試験を行い、本試験における製剤適用時間を設定

し、適用時間の設定根拠は添付資料に記載してく

ださい。 

 同等性試験が免除される製剤について、使用時

に水溶液である静脈注射用製剤があります。 

 しかし、静脈内投与以外（例えば、動脈内投与、

皮下投与等）の用法・用量を有する後発医薬品を

新規又は一変申請する場合、原則として、同等性

試験を免除できないことにご留意ください。同等

性試験を実施しない場合には、その妥当性につい

て、事前に対面助言を利用することをお勧めいた

します。 

 

 

 

 症例数について、生物学的同等性試験は同等性

を判定する上で十分な例数で実施してください。

予試験のみで同等性が示された場合、試験デザイ

ンが適切であり、偶発的な結果でないことを説明

する必要があります。十分な症例数で検討されて

いない場合、仮に同等性が示されたとしても、偶

発的な結果の可能性が否定できません。なお、既

存の情報に基づき適切な試験デザイン及び症例数

の設定が可能な場合は、予試験を実施せずに、本

試験を実施して差し支えありません。 

 経口固形製剤で溶出挙動が類似し、生物学的同

等性パラメータの対数値の平均値の差が

log(0.90)～log(1.11)である場合に同等と判断で

きるのは、本試験で20例以上、本試験及び追加試

験を合わせて30例以上の場合に限ります。つまり

予試験には適用できません。これらを下回る症例

数や予試験に適用した場合、同等とは判断されま

せんのでご注意ください。また、併合解析を行う

場合、予試験を利用するか、例数追加試験を実施

するかはいずれかを選択し、予めプロトコルに規

定した方法で解析する必要があります。 

 

 

 

 溶出挙動について、f2関数により類似性又は同

等性を判定する場合、算出に用いる溶出率比較時

点（Ta/4, 2Ta/4, 3Ta/4, Ta）は、内挿法による

推定値ではなく、原則、その近辺のサンプリング

ポイントの実測値を用いて算出してください。 

 含量違い製剤の生物学的同等性について、BE ガ

イドラインでは原則として、標準製剤は高含量製

剤を選択するとされていますが、安全性上の問題

等、適切な理由があり、かつ含量違い製剤の同等

性評価に影響しない場合には、低含量製剤を標準

製剤として差し支えありません。その場合、標準

製剤の設定根拠を添付資料にてご説明ください。 

 含量違い製剤間の溶出性を比較する場合、溶出

率を判定基準とするため、標準製剤と試験製剤の

用量は、例えば、50mg 錠1錠と100mg 錠1錠を直接

比較することが可能であり、50mg 錠2錠と100mg

錠1錠とするなど、同一用量とする必要がないこと

にご留意ください。 
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 続いて、添加物に関する資料の留意点を説明い

たします。 

 使用前例のない添加物を配合する場合、又は使

用前例があっても投与経路が異なる若しくは前例

を上回る量を使用する場合には、新添加物に該当

するため、当該添加物の品質、安全性等に関する

資料を申請時に提出してください。 

 なお、新添加物に該当しない場合であっても、

スライドに示すように具体的な使用前例を挙げ、

非該当である旨を添付資料に記載してください。 

 また、特定の製剤の限定された条件下において

のみ使用が認められた添加物は、一般的な使用前

例として取り扱うことができません。詳細につい

ては、平成21年６月の事務連絡「特定の製剤や特

定の条件下においてのみ使用が認められた添加物

の取扱いについて」、総合機構の HP を参照してく

ださい。 

 なお、特定の製剤に限定して承認された添加物

であっても、当該製剤の後発医薬品の添加物とし

て用いる場合は、その添加物の使用目的及び製剤

の機能が先発医薬品と同等である場合は、前例と

考えて差し支えありません。 

 

 

 

 プレミックス添加物については、成分・組成及

び分量欄に、具体的な構成成分とその分量を記載

してください。 

 プレミックス添加物中の個々の成分を分離定量

することが困難な場合は、「別紙規格」中の「製造

方法」欄にプレミックス添加物の各成分の混合比

を記載してください。 

 プレミックス添加物として必要な規格は、別紙

規格欄に記載してください。その上で、個々の成

分が公定書規格に適合する場合など、成分ごとの

管理項目がある場合は、それらが明確となるよう

記載してください。 

 

 

 

 特殊製剤において、製剤の機能を担保する上で

重要な添加物、たとえば、放出特性を制御する添

加物、リポソーム基剤等は、新添加物への該当性

によらず、添加物の品質に関する資料として、実

測値、分析法バリデーション、安定性データを提

出してください。また、製剤の機能が保証される

よう、別紙規格を設定してください。 

 

 

 

 後にその他の事項について説明いたします。 
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 安全確保措置として後発医薬品に承認条件が付

くケース、及び適正使用のための資材が必要なケ

ースの留意点について説明いたします。 

 後発医薬品の承認時点で、先発医薬品の承認条

件が解除されていない場合、後発医薬品にも同様

の承認条件が付与されます。後発医薬品であって

も、承認条件は個々の製造販売業者に対して履行

義務がありますので、申請時の添付資料には、承

認条件の履行に対する具体的な方策を記載してく

ださい。 

 また、安全管理上必要な場合、先発医薬品と同

様の患者向け又は医療従事者向け資材の作成・配

布を行う必要があります。その他、取り違い等の

医療事故防止のための資材が必要な場合もありま

す。このような場合には、添付資料として、具体

的な資材案を提出してください。 

 

 

 

 後発医薬品への医薬品リスク管理計画（RMP）に

ついて説明いたします。 

 関連通知はスライド、又は総合機構 HP をご覧く

ださい。後発医薬品における RMP 指針が適用され

る範囲については、医薬品リスク管理計画書が公

表通知に基づき公表されている先発医薬品に対す

る後発医薬品のうち、「効能又は効果」等が先発医

薬品と同一のものの承認申請を行おうとする時点

と医薬品の製造販売後において、新たな安全性の

懸念が判明した時点があります。 

 様式、提出等の取扱いに関しては、策定通知（平

成24年４月）の内容を原則適用（承認申請時・承

認後の提出等、取扱いが異なる点は別途規定）し

てください。 

 様式は新薬等と共通とし、安全性検討事項等の

選定理由、並びに安全性監視活動・リスク 小化

活動の選定理由についても、先発医薬品 RMP を参

考にしつつ適宜 新の情報を踏まえ後発企業とし

ての考え方を記載してください。なお、公表され

ている RMP については、総合機構 HP を参照してく

ださい。 

 

 

 

 MF を利用する場合の留意点について説明いた

します。 

 原薬の規格及び試験方法に関する資料は、原則、

製造販売承認を行う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、申請者が内

容を確認した上で、申請時の添付資料にその旨を

記載してください。 

 特に、原薬の残留溶媒や類縁物質の管理につい

ては、審査の遅延に繋がる事例が散見されていま

すので、MF 登録者と申請者との間で十分な情報共

有を行ってください。 

また、同一原薬として複数の MF を利用する場

合、残留溶媒や類縁物質については、MFごとに確

認を行ってください。 

 FD 申請書における MFの記載について、MF 登録

回数の記載は必要ありません。MF 登録申請中の場

合は、登録完了後、申請者自ら速やかに登録番号

等を FD 申請書に反映してください。また、審査中

に MF に係る軽微変更届出を行う場合、審査の進捗

に影響しますので速やかに審査担当者にご連絡く

ださい。 
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 有効期間の延長について説明いたします。 

 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ご留意くださ

い。 

 

 

 

 同時申請を行う場合の共同開発に係る留意点と

添付資料について説明いたします。 

留意点としては、共同開発グループの構成員の

一人が資料を作成し、共同で資料を提出している

ため、FD 申請書の【添付資料の有無】は「有り」

となり、手数料コードは GBA（書面適合性調査「有

り」）となります。 

 書面適合性調査の送付書は、資料を作成した共

同グループの構成員から提出し、全ての構成員の

販売名及びシステム受付番号を記載してくださ

い。他の構成員からの提出は要しませんが、他の

構成員は共同開発グループの構成員より提出する

旨を記載した回答書を提出してください。 

 添付資料としては、スライドに記載した資料を

提出してください。 

 

 

 

 次に、後発医薬品の製造委託、いわゆる小分け

製造に係る取り扱いについて説明いたします。 

 親品目と異なる製造所で充填・包装工程等の一

部の製造工程を行う場合、原則、実測値の提出及

びその書面適合性調査が必要となります。ただし、

親品目の製造所を利用する場合であって、かつ主

要な製造所が親の製造所である場合のみ、省略が

可能です。 

 GMP 適合性調査は、親品目の製造所と同一であ

るか否かによらず、原則、必要になります。 

 親品目が一部変更承認申請中に小分け承認申請

を行う場合、親品目の変更点が効能・効果又は用

法・用量の場合は、親品目の一部変更承認申請中

の内容を反映して小分け申請を行ってください。

一方、製造方法など効能・用法以外に変更点があ

る場合は、原則として申請後の変更は認められず、

承認後に対応をお願いしています。ただし、やむ

を得ない事情がある場合には、速やかに審査担当

者にご相談ください。 
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 書面適合性調査資料の信頼性について、近年、

照会を行った事例として、実測値又は安定性試験

成績において、規格外の測定値が認められたにも

かかわらず、その事実を添付資料に記載せず、平

均値のみを記載したケースがありました。 

 また、複数回測定して得た平均値をあたかも１

つの測定値のように記載し、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。 

 さらに、FD 申請書の試験方法と異なる方法で測

定した結果が記載され、試験方法が異なる旨が添

付資料に明記されていないケースがありました。 

 このような事例は、正確に作成されたことが確

認できず、申請資料として不適切であるため、ご

注意ください。 

 

 

 

 次に、治験相談について説明いたします。 

 平成24年１月より、後発医薬品の治験相談を試

行的に実施しています。本年６月に通知が一部改

正され、平成26年度下半期は品質相談及び生物学

的同等性相談を、１ヶ月に各１件以上、 大合計

２～３件実施しております。 

 治験相談の受付方法等については総合機構 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、治

験相談の申込みを予定している場合、治験相談を

円滑に行うため、相談区分、相談資料等の確認は

事前面談にて対応いたしますので、ご希望があり

ましたらご利用ください。なお、簡易相談及び治

験相談は、いずれも承認申請中の品目に係る相談

には応じられませんので、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

ついて説明いたします。 

 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

でご留意ください。 

 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。ただし、日

本国から輸出されない医薬品又は医薬部外品であ

っても、本年平成26年６月４日付薬食審査発0604

第３号通知｢医薬品製剤証明書等の発給について｣

及び平成26年６月26日付事務連絡 ｢輸出以外の

医薬品製剤証明書の発給について｣に基づく場合

は証明書の発給対象となります。また様式５－１、

８－１を使用しての申請にあっても誓約書を添付

し、その際、誓約書文頭の医薬品製剤証明書に 

‘等'を付してください。 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 後に今後の取り組みについて説明いたしま

す。第三期中期計画中にジェネリック医薬品等の

専門の部を設置し、適切な審査員の増員および配

置を行うことで審査の迅速化を図る予定です。ま

た、新規ジェネリック医薬品を対象とした審査報

告書を作成、公表することにより、審査の透明性

の確保、並びに生物学的同等性評価の複雑化、開

発製剤の多様化に対応できるよう、生物学的同等

性試験ガイダンスの作成を行う予定です。さらに、

添付資料フォーマットの見直し（CTD/eCTD）によ

る医療用後発医薬品の審査の効率化を図る予定で

す。 

 治験相談等の円滑な実施としては対面助言申し

込み全件について相談が実施できるようその運用

方法の改善を平成26年度中に検討し、相談者のニ

ーズに適合するよう、新たな相談区分の必要性に

ついて検討し、制度の充実を図る予定です。 
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 リスク管理に関する留意点についてご注意いた

だきたい点です。申請者の皆様に入力いただいた

FD 上の【連絡先】FAX 番号にそのままシステム上、

FAX が自動送信されます。社屋移転等での住所変

更時には、ご連絡いただいた変更後の FAX 番号を

当部にて再入力しているものの、FD 差換え時に上

書きされます。これは次期システムにおいても同

様に上書きされます。 

 誤って変更前の FAX 番号のまま差換えを行う

と、その後の FAX 誤送信になります。 

皆様の大切な企業情報を守るためにも、誤送信

に対して、この他にも複数の対策を講じておりま

すが、そもそも申請内容の間違いはあってはなら

ないことです。 

 申請時・差換えの提出時には今一度、【連絡先】

FAX 番号の誤りが無いか再確認をお願いいたしま

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、要指導・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。 

 

 

 

 まず、平成26年６月の改正薬事法にて、新たに

要指導医薬品が新設されていますので、ここで、

要指導医薬品について説明いたします。 

 要指導医薬品とは、一般用医薬品とは異なる「医

療用に準じたカテゴリーの医薬品」であり、いわ

ゆるスイッチ直後品目等が該当します。 

 要指導医薬品は、薬事法第４条第５項第４号の

厚生労働省令で定める期間を経過しないいわゆる

ダイレクト OTC やスイッチ OTC や、毒薬及び劇薬

のうち、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の

意見を聴いて指定します。 
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 要指導医薬品は、その適正な使用のために薬剤

師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づ

く指導が行われることが必要となっています。 

 また、要指導医薬品に指定された医薬品に含ま

れる有効成分は、原則として、その水和物及びそ

れらの塩類等を含みます。 

 指定された要指導医薬品は、厚生労働省の HP

にて一覧を見ることができます。 

 また、改正薬事法の施行に伴って、要指導医薬

品の製造販売後調査等の実施方法に関する通知が

発出されていますので、ご留意ください。 

 先ほど述べましたとおり、要指導医薬品は原則

として対面販売ですが、一定期間経過後は一般用

医薬品としてネット販売も可能になることから、

今後はネット販売を見据えた審査のあり方も必要

となると思われます。 

 

 

 

 本年11月に手数料が改訂される予定ですが、本

年８月12日付薬食発第0812第35号厚生労働省医薬

食品局長通知にて、新しい手数料額が示されてい

ます。 

 今回の手数料改定における要指導医薬品及び一

般用医薬品に関する変更点としては、承認審査時

に書面調査や GCP 調査が必要な場合は、新たに手

数料が発生することになりましたので、ご留意く

ださい。 

 手数料額等の詳細は、局長通知をご覧ください。 

 

 

 

 申請区分について説明いたします。要指導医薬

品の新設に伴い、一部の申請区分名に変更があり

ますが、考え方に変更はありません。このスライ

ドは区分１～４までを示しています。申請区分

（４）の区分名に変更があります。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 このスライドは区分５～８までです。申請区分

（５）及び（６）の区分名に変更があります。 
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 配合剤の考え方について説明いたします。 

 リスク分類が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区分

（６）に該当します。例えば、第二類成分を 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２成分の組み合わせがそれぞれあっても、

A、B、C を同時に含む組み合わせがなければ、前

例と異なるため、区分（６）に該当します。また、

A、B、Cを同時に含む前例がある場合に、Cを抜い

た A+B の製剤を申請する場合も、C を含まないこ

とで組み合わせが前例と異なりますので、区分

（６）に該当します。 

 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

製剤が区分（７）－①に該当します。なお、「作用

が緩和でない成分」、言い換えると「作用の強い成

分」は、申請区分の考え方では「薬効に直接関わ

る成分」と同等の扱いとなります。 

 区分（８）は上記以外の製剤となります。つま

り、有効成分の組み合わせが既承認品目と同一で

ある製剤、「作用緩和で薬効に直接関わらない成

分」同士の組み合わせのみが既承認品目と異なる

製剤、承認基準適合品目が該当します。 

なお、「組み合わせ」とは、配合量を含めた組み

合わせですのでご留意ください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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

があります。 

 以上、判断に迷う場合は、簡易相談を活用し、

事前に区分をご確認ください。 
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 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 審査を円滑に進めるためにも、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。 

 申請時も同様ですが、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・組み合わ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

て前例を示してください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 次に、承認前例として取り扱えないものについ
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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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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・効果等を

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日付の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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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、安全性等を、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の効能効果を

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、承認に至るのは

困難です。 

 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
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の認められないものは、承認に至るのは困難です

ので、改めて充分ご留意いただきますようお願い

いたします。 

 

 

 

 スイッチ OTC 等の承認審査においては、情報提

供を充実させ、適正使用を担保するために、チェ

ックシートや、薬局・販売店向け及び使用者向け

情報提供資料等の情報提供資材の充実を求めてい

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日付局長通知の別添

「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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 前のスライドでご説明したように、適正使用の

推進のために、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、再審査又は 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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

なお、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年ですのでご留意くださ

い。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 
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 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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、

承認に至るのは困難と考えています。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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日付審査管理課長通知に示されている各

種レンズ（グループⅠ～Ⅳ）について提出する必

要があります。 

 現在は、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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 日局に収載された漢方エキスについては、申請

書の成分及び分量又は本質欄において、日局の名

称及び対応する成分コードを記載してください。 

 また、１日２回の用法・用量で申請する場合は、

その用法・用量が記載されている出典、あるいは

医療用又は一般用での承認前例を示してくださ

い。医療用で１日２～３回の用法があれば、その

前例を示すことで差し支えありません。 
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 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 

 

 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、今後増える場合には、

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、製造方法欄に包装単位の上限を記載してく

ださい。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、その相違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。資料については次のスラ

イドでご説明します。 

 

 

 

 資料は審査管理課長通知で示した局所皮膚適用

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。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。 
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 次に、ロキソプロフェンナトリウム内服剤の取

扱いについて説明いたします。 

 まず、ロキソプロフェンナトリウム錠が日局に

収載されたため、錠剤については、規格を日局に

適合させてください。また、剤形が異なる場合で

も、規格内容は日局と同等以上としてください。 

 包装単位については、適正使用の推進及び安全

性確保の観点から12回分までとしてください。ま

た、申請書の製造方法欄に包装単位の上限を記載

してください。 

 

 

 

 関連して、平成26年２月28日付薬食発0228第１

号 第１の６（１）別紙第3に新規収載品目が示さ

れていますが、新規収載品目については、平成27

年９月30日までは、従前の例によることができま

すが、同日以降は日本薬局方に収められていない

医薬品として製造販売又は販売することは認めら

れませんので、遅滞なく手続きを行ってください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 要指導・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申請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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。調査

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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 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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、次のスライド「変更後」のよ

うに記載し、項目自体は削除しないでください。

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、次のスラ

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ありません。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 別紙規格の項目が全て不要になる場合の記載例

です。右側の「変更後」のように、別紙規格の名

称等は空欄にし、連番は999と入力してください。 

 お手数ですが、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。  

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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ください。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

提出してください。一変申請の場合も同様の対応

をしてください。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、速やかに一変申請を行ってく

ださい。 
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 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 漢方製剤の含量規格について、原則として少な

くとも３種類の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

等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

る用法は適切ではなく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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 「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、そ

の処方に該当することから、基準内処方として申

請してください。なお、平成24年8月30日付審査管

理課長通知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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 平成26年５月30日付で標記の審査管理課長通知

が発出されました。３種類以上の有効成分を含む

場合、従前の記載でも差し支えありませんが、当

該通知に示されている記載方法とすることも可能

です。 

 当該通知による記載方法を用いる場合には、こ

のスライドに示した点にご留意ください。既承認

品目について、軽微変更届により記載方法を変更

する場合は、【備考２】の【その他の備考】欄にそ

の旨を記載してください。添付ファイルはテキス

ト情報を含んだ PDF 形式としてください。また、

製造方法に関する別紙は変更箇所だけでなく、全

てを添付してください。 

 

 

 

 日本薬局方に収載されている医薬品（原薬）で

あって、医薬品各条の試験において「別に規定す

る」とされている規格項目の申請書の記載につい

てご説明します。平成20年８月26日付審査管理課

長事務連絡で、このような品目について、承認申

請書の記載例が示されています。まず、【成分及び

分量又は本質】欄の規格には「日局」を記載し、

テキスト欄にこちらの事項を記載してください。 
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 次に【別紙規格】欄です。【別紙規格】欄はこの

ように記載してください。 

 該当する品目については、この記載例を参考と

して記載いただければと思いますが、漢方処方エ

キス等を含有する医薬品については、別途事務連

絡で記載例が示されていますので、そちらもご参

考ください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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

ください。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

ください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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。 

 

 



―  ― 115

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 申請時に安定性試験が終了している場合は、必

ずその試験結果を添付してください。 

 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載してください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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又は審査

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ください。 

 申請後に提出された試験の結果で、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ください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 小分け申請の場合の取扱いはここに示しますの

で、ご確認ください。なお、小分け品目の申請書

の【その他備考】欄に小分け申請である旨を明記

し、親の承認後、その承認情報に差し換える必要

があるため、親が承認され次第、速やかに修正案

を提出してください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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

例等を示してください。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くださ

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。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 添付資料等の提出部数はここに示す通りですの

で、ご確認ください。規格及び試験方法に関する

資料、製造工程図、使用上の注意案等の添付資料

等は、1部のみ提出することで差し支えありませ

ん。新旧対照表、外字表等の別紙は、承認申請書

の一部であることから3部提出する必要がありま
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すので、ご留意ください。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 後に、簡易相談の留意事項について説明いた

します。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 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確認の場合、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。関連する相

談を以前に行っている場合は、必ず相談実施日を

申込書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ください。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。 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 回答内容は事前に内部での確認が必要なため、

当日の急な質問には場合によっては応じかねるこ

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等を全て提

出してください。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。 

 なお、出席人数は、会議室の広さとの関係上、1

相談につき３名以内としてください。 

 



―  ― 117

 

 

 次に要指導・一般用医薬品の対面助言について

説明します。 

 要指導・一般用医薬品の対面助言の区分は、ス

イッチ OTC 等申請前相談、治験実施計画書要点確

認相談、新一般用医薬品開発妥当性相談の３種類

がございます。相談区分毎に申込み方法、実施日

等が異なりますので、詳細は機構 HP に掲載されて

いる実施要綱をご確認ください。 

 対面助言前に行う事前面談の注意事項をこちら

に示します。 

 関連する相談を以前に実施している場合等は、

必ず事前面談質問申込書にその旨を記載してくだ

さい。面談希望日が申込日と近いと対応が難しい

場合がありますので、面談日は日程調整期間も考

慮して設定してください。事前面談はテレビ会議

システムを利用することも可能です。利用する場

合は、その旨を申込書に記載してください。 

 

 

 

 対面助言のうち、新一般用医薬品開発妥当性相

談について注意事項を申し上げます。 

 新一般用医薬品開発妥当性相談の相談時間は30

分です。そのため、30分間に応じた相談件数・内

容とし、当日の議論においても、時間内でのスム

ーズな議論を心掛けてください。また、相談資料

においては、こちらに示す内容をご留意の上、作

成をお願いいたします。 

 

 

 

 後に、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。平成26年２月より、フロア及

び FAX 番号が変更となっております。郵便物及び

FAX 送付時にはご注意ください。 

 また以前より、「間違い電話」、「間違い FAX」が

多発しております。「０」発信の有無を含め電話番

号、FAX 番号をよくお確かめの上、ご連絡をお願

いいたします。 

 

 

 

 【平成26年実務担当者研修会と同一】 

 ご清聴ありがとうございました。 
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