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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、

医薬品医療機器等法規制とその運用、そして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、まさに大きな変革期にありま

す。イノベーションの推進を中心とした施策の数々。電子申請が始まっています。MID－NET の本格稼働、そ

の利活用。リアルワールドデータの利用、AI の活用。条件付き早期承認制度の導入、等々。革新的医薬品創

出のための官民対話は10月２日に開催されました。医薬品産業強化総合戦略の見直しの方向性も示されたと

ころです。 

一方、皆様ご承知のとおり、この数年発生しております製造販売業者に対する行政処分や、製造販売承認

書と製造実態の整合性の課題等もあります。日薬連では「医薬品の製造販売業における管理の確実な実施」

を昨年９月に加盟各団体、各企業にお願いいたしました。また、三役体制のガバナンス等に関する実態調査

を実施いたしました。アンケート結果は11月に「製造販売業管理に関する実態調査の結果について」として

お示ししたところです。 

６月26日付けの局長通知「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施について」において、製

造販売業者（経営陣）がすべきことが、今後のあり方を示す留意事項として示されました。日薬連では、急

遽７月、８月に説明会を開催いたしまして、通知発出の背景や経緯、また、各社におけます具体的な対応に

つき皆様のご理解が深まったものと存じます。現在は通知内容を補足する意味での事務連絡 Q&Aの検討が進

められています。 

今月下旬には薬事規制当局サミットが開かれ、そのシンポジウムがあります。医薬品医療機器制度部会で

の検討事項、薬事に関するハイレベル（局長級）官民対話でも各種検討が進められます。GMP 省令の改正、

GDPはどうなるのか、そして、医薬品医療機器等法の改正も視野に入れた検討。 

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。 

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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日薬連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、日薬連品質委員会や安全性委員会との緊密な連携、EFPIA、

PhRMA 等の医薬品関連団体とも連携して、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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 「最近の新医薬品等の審査行政の動向について」

についてご説明します。 

 まず、はじめに「医療関連の戦略に基づく施策」

についてご説明いたします 

 患者さんの手元に医薬品を速やかに届ける。こ

の願いは厚生労働省、製薬企業、又は医療機関に

従事する皆様共通の目標であろうかと思います。

厚生労働省は様々な施策を行っておりますが、本

日はその方法について、一つは革新的な医薬品の

早期承認し適正使用する、もう一つは承認までの

間、本当にその医薬品を必要とする方々に慎重に

用いるという、大きな２つの方向性に分けて、最

新の施策についてご紹介いたします。 

 具体的には、前者の革新的な治療薬を早期承認

し、適正使用するための主な取組として、「先駆け

審査指定制度」、「条件付き早期承認制度」「最適使

用推進ガイドライン」の３つ、後者の医薬品の承

認までの間に慎重に使用していただくための取組

として、拡大治験について、それぞれ御説明いた

します。 

1. 最近の新医薬品等の審査行政の動向について

医薬品審査管理課 
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 ドラッグ・ラグ解消のための取組についてご説

明します。 

 ドラッグ・ラグの実態把握のため、PMDAで企業

にアンケート調査を実施しております。アンケー

ト調査の結果、新有効成分含有医薬品の各年度に

おける、開発ラグ、審査ラグ、ドラッグ・ラグは、

お示しする表の通りです。審査ラグは直近５年で

連続してほぼゼロに近い値を示していますが、開

発ラグは年度により変動が見られます。

このため、ドラッグ・ラグを解消するため PMDA

において、開発ラグ解消支援として相談業務の拡

充を図る、必要な体制強化を行い、審査の予見性

の向上と質の向上を図るといった取り組みを行っ

ています。 

 次に、先駆けパッケージ戦略についてご説明い

たします。 

 平成26年６月に閣議決定された日本再興戦略改

訂版において、革新的な医薬品・医療機器等につ

いて、実用化までの承認審査期間の半減を目指す

「先駆け審査指定制度」の創設などにより、世界

に先駆けた実用化を目指すこととされています。 

 先駆けパッケージ戦略は、基礎／応用研究から

治験、薬事承認、保険適用、国際展開まで各ステ

ージにおける活動に対する様々な施策により、医

薬品等の開発を加速化させるものです。これを具

体化させるための重点施策のひとつとして、先駆

け審査指定制度があり、これから具体的な運用に

ついてご説明します。 

 まず、制度の概要ですが、世界に先駆けて開発

され、高い有効性が見込まれる医薬品等を指定し、

各種支援策により早期の実用化を図るもので、平

成27年の４月に創設しています。 

 品目の指定に当たっては、こちらに示す１～４

の指定基準全て満たすことを要件としておりま

す。 

 １つめとして、「治療方法の画期性」を挙げてお

ります。原則として既承認薬と異なる新作用機序

であることを求めておりますが、治療成績が大幅

に改善するものであれば、例えば、作用機序は既

に知られているもので、その疾患の治療薬として

は初めて応用する場合であってもこの要件を満た

すものとする可能性があることにしております。 

 ２つめは対象疾患に関する要件となります。生

命に影響するような重篤な疾患以外にも、QOL が
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低下した状態が続くような疾患も対象にすること

にしています。 

 ３つめは、「著明な有効性」に関するものとして

います。既承認薬がない場合のほか、既存の治療

薬や治療法があったとしても、それに比べ著しい

有効性がある場合が、この要件を満たす場合とな

ります。 

 そして、最後の要件は、「世界に先駆けて日本で

開発、申請されるもの」としております。この中

では世界で最も早く実用化されるのであれば、同

時に申請される場合を含むことにしております

が、指定申請の段階で、要件を満たす開発計画が

なされていることを示すことが必要としておりま

す。 

 続いて、制度の内容です。 

 基本的には５つの特典があるといえますが、ま

ず、優先相談として、通常１ヶ月のうち決まった

時期に相談の受付をしているところ、先駆け指定

を受けた場合には、随時募集を受け付けることと

しているとともに、申込みから相談までの期間を

２ヶ月から１ヶ月として速やかに相談を実施する

こととしています。 

 ２番目の事前評価については、医薬品の評価を

行う PMDAにおいて、これまでも「事前評価相談」

という枠組みを設けてきているところですが、さ

らに先駆け審査指定制度用に、新たな枠組みを設

けて、効率的に審査を行うこととしています。 

 ３番目は優先審査で、審査期間を半分の６ヶ月

にし、４番目は PMDAの選任された担当者が、進捗

確認の面会を行うとともに、審査を行う PMDAと厚

生労働省との連絡調整を行い、円滑な開発を促す

ものです。 

 ５番目の製造販売後の安全対策の充実の一環で

ある、再審査期間の延長については、先駆け審査

指定制度の対象品目を、個別に審査し、使用成績

調査等に期間が必要と認められた場合、例えば６

年～10年の再審査期間を設定すること等について

も検討することとしております。 

 

 

 

 先ほど説明しました特典の開発過程におけるイ

メージはこのとおりです。 

 

 

 

 実際の指定手続についてご説明させていただき

ます。 

 こちらは、昨年から今年にかけて行われた、第

２回の公募と指定のスケジュールを示したもので

す。本制度については、既存の制度とは異なる全

く新しい制度でもありますので、昨年度は、試行

的実施という位置づけで実施しました。ステップ

１として、１ヶ月の周知期間の後に、候補品目を

公募しました。 

 ステップ２として、指定申請があった品目に対

して審査管理課がヒアリングを行いました。進め

方としては、指定基準の４つの条件に該当してい

るかの確認ももちろんいたしますが、指定基準に

適合しているものの中でも特に優れているものを

選定し、その品目について指定を行うことにして

おります。 

 ステップ３として、PMDAによる評価の結果も踏

まえ、指定基準に照らして特に優れていると判断

されたものを選定し、10月27日に指定・公表しま

した。 

 また、今年度の第３回の公募についても、前回
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と同様のスケジュールでの実施を見込んでおり、

本年10月上旬頃に公募開始の通知を発出する予定

です。 

 これまでに実施した第１回、第２回の公募で指

定した医薬品はこれらのとおりです。これまでに

計11品目を指定しております。 

 次に条件付き早期承認制度についてご説明いた

します。 

平成29年１月30日に開催された「薬事に関する

ハイレベル（局長級）官民政策対話」の成果とし

て検討が開始されたものであり、高い有用性が期

待できる革新的医薬品について、製造販売後に適

切な有効性・安全性の確認を行うことを条件とし

て付すことにより、通常より早く承認審査を行い、

医薬品を速やかに市場に送り出す制度です。

 この制度の活用の際には、製造販売後の有効

性・安全性の確認に、臨床試験や通常の製造販売

後調査のほか、リアルワールドデータ（実臨床の

データ）を製造販売後の情報収集に利活用するこ

とを視野に入れています。 

 この条件付き早期承認制度の対象となる医薬品

については、これまでの優先審査の対象品目に該

当し、その上で検証的臨床試験の実施が困難か、

患者数が少なく実施に相当の期間が要すると考え

られるもの、そして、検証的臨床試験以外の臨床

試験等の成績により、一定の有効性・安全性が示

されると判断されるものです。 

 このような医薬品については、検証的臨床試験

の実施を必ずしも必要とせず、承認申請を受け付

けることを予定しています。 

 なお、制度への該当性については、PMDAの相談

業務を活用して検討することにしており、相談業

務では、制度適用の可否、申請時の臨床データパ

ッケージや、製造販売後の有効性や安全性の確認

方法について、PMDA と企業の間で合意を取りま

す。そのうえで、制度適用が可能と判断されたも

のについては、PMDAの相談結果を付して、厚生労

働省から医薬品部会に報告することにしていま

す。 
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条件付き早期承認制度の、「承認条件」としても、

リアルワールドデータの活用について言及しまし

たが、安全対策課により構築される予定の MID－

NET や、医政局のクリニカルイノベーションネッ

トワーク事業によって、構築される予定の疾患登

録データベース（いわゆる「レジストリ」）など、

医薬品の評価に活用可能な医療情報データベース

が充実しつつあることから、この利活用を推進す

べく GPSP省令の改正を予定しています。

 GPSP 省令は製造販売後の調査及び試験の実施

に関する基準であり、再審査、再評価の申請に際

し添付する資料は、この省令に従って、収集及び

作成しなくてはいけないとされています。 

 しかしながら、現状、GPSP 省令で規定されてい

る使用成績調査及び製造販売後臨床試験は、どち

らも製造販売業者と医療機関とが直接契約をして

行うものであり、医療情報データベースを用いた

調査は想定されていません。 

 そこで、製造販売後の調査において医療情報デ

ータベースを活用することができるよう、新たに

「製造販売後データベース調査」を規定します。 

 また、併せて、リサーチクエスチョンを明確に

して計画された調査を推進するべく、使用成績調

査の細分類を整理しました。 

 具体的には、これまで狭義の意味で使われてき

た、患者の条件を定めないで行う「使用成績調査」

に新たに「一般使用成績調査」の名称を付しまし

た。 

 また、「使用成績調査では対照群をおけない」と

言う誤った理解が広がっていたため、使用成績調

査でも対照群を置くことが可能であることを明確

に示すため、このような調査に「使用成績比較調

査」の名称を付しました。 
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 GPSP 省令改正のスケジュールについてご説明

します。 

 公布日は平成29年10月下旬から11月上旬を予

定、施行日は平成30年４月１日を予定としていま

す。 

 

 

 

 次に、「最適使用推進ガイドライン」について御

説明いたします。 

 近年、新規作用機序医薬品の開発が増えており、

有効性や安全性プロファイルが既存の医薬品と大

きく異なることから、当該薬剤を最適に使用して

いただくため、当該医薬品を真に必要とする患者

や使用する医療機関等の要件を示すガイドライン

を、個別医薬品毎に承認に併せて策定していくこ

ととしております。 

 対象医薬品は、現時点では、新規作用機序医薬

品とその類薬を想定しており、さらに安全性プロ

ファイルの観点からの特別な注意の必要性や、有

効性が著しく高いこと、既存薬と比較して臨床的

な位置づけが異なり、多くの患者が用いる可能性

があることなども総合的に判断して決定いたしま

す。ガイドラインには、対象医薬品の使用が最適

と考えられる患者の範囲や、適切に使用できる医

師や医療機関等の要件を記載することとしており

ます。 

 ガイドラインの策定と同時に、その内容を踏ま

えた保険適用上の留意事項が発出され、また、そ

の後もガイドラインは必要に応じて改定する予定

です。 

 一番下には、これまでに作成した最適使用推進

ガイドラインの一覧を記載しています。 

 

 

 

 こちらは、最適使用推進ガイドラインの策定及

び活用の手順を示した図です。 

 ガイドラインを作成する品目については、承認

審査と並行してガイドラインの作成作業を開始

し、中医協においてもガイドライン案についての

議論を行い、保険適用と同時にガイドラインを策

定することとしています。 

 

 

 

 御説明しました最適使用推進ガイドラインの作

成作業について、その後のガイドライン改定作業

も含め、PMDA の専門チームが企業への助言やガイ

ドライン作成・更新作業を実施できるよう、本年

度より「革新的医薬品最適使用推進事業」を実施

し、PMDAの活動に必要な費用の確保を行っていま

す。 
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 次に、人道的見地から実施される治験、いわゆ

る拡大治験についてご説明いたします。 

 我が国では、医薬品の臨床的使用は、原則とし

て医薬品医療機器法における製造販売承認が取得

されたものによりますが、致死的な疾患等の患者

にとっては、未承認薬等が最後の望みとなること

があります。 

このため、未承認薬等使用によるリスクとベネ

フィットのバランスを図りつつ、当該医薬品の開

発に支障を生じないことを前提として、希望する

患者からのアクセスを確保することが求められま

す。

 2014年の日本再興戦略改訂版において、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

るための仕組みである日本版コンパッショネート

ユースの導入に向けた検討を進め、平成28年１月

より制度が導入されました。

 本制度の対象は、開発中の全ての未承認薬等と

いうことではなく、欧米の類似の制度と同様に、

原則として生命に重大な影響がある重篤な疾患で

あって、既存の治療法に有効なものが存在しない

未承認又は適応外の治療薬を対象としています。 

 制度の対象は、原則として、主たる治験の実施

に悪影響を及ぼさないように、新薬の国内開発の

最終段階である治験の実施後あるいは治験の組入

れ終了後としています。 

 また、被験者の安全性確保等の観点から、治験

の枠組みの中で実施することしています。 

 そして、安全性に主眼を置いた実薬単群非盲検

試験を基本としています。 

 拡大治験への参加に至るまでの具体的な流れに

ついてご説明します。 

（①～④の矢印）PMDAのホームページにある情

報等を確認し、主たる治験への参加を希望する患

者は主治医を通じて治験実施企業に照会していた

だき、組み入れの可能性等について検討を行って

いただきます。 

 主たる治験に参加できる場合は参加いただき、

主たる治験に参加できず、拡大治験の実施を希望

する場合には、治験実施企業において当該制度の

該当性等を検討し、理由を添えて要望者である主

治医に回答していただきます。 

（⑥の矢印）当該制度に該当しないことを理由

に拡大治験が実施されない場合で、その回答に不

服がある場合には、厚生労働省に主治医を通じて、

企業からの回答書を添えて検討依頼の要望書を提

出していただきます。 

（⑧の矢印）要望書の内容をもとに、厚生労働

省の検討会議において、当該制度への該当性の評

価を行い、該当すると判断された場合には、治験

実施企業に拡大治験の実施の検討要請を行うこと

を予定しています。なお、検討会議では当該制度

への該当性の評価のみを行い、拡大治験の実施の

判断については、治験実施企業が行うこととなり

ます。 
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 拡大治験は、治験実施者の負担軽減や被験者の

安全性確保のリスク管理等の観点から、主たる治

験の実施施設で行うこととしております。 

 また、既存の治験の取扱いと異なる点として、

拡大治験では患者に一部の費用負担を求めること

もあり得るとしております。ただし、治験薬の経

費については、説明同意文書でもその額と考え方

を公開すること、類似効能をもつ併用薬にかかる

経費については、薬価を超えない範囲とすること

としております。 

 拡大治験の実施期間は、治験であることから、

原則として、当該医薬品が承認された場合、不承

認とされた場合、申請が取下げられた場合等にお

いて、その時点で終了するものとします。 

 ただし、承認後速やかに製品の供給が出来ない

場合等においては、承認取得後自動的に製造販売

後臨床試験に切り替えられるよう予め継続して供

給できるような措置を検討して頂きます。 

 また、負担軽減費については、患者のために実

施するものであるため、必ずしも必要とはしない

と考えております。 

 補償については、治験として可能な範囲で適切

な補償措置を講じ、同一の治験実施計画書におい

て、被験者の補償内容に差異が生じないようにす

ることを求めております。 

 拡大治験における GCP省令の改正事項及び緩和

措置についてご説明致します。 

 被験者の安全は確保しつつ、実施者の負担を軽

減するために、拡大治験では以下の措置を講じて

おります。治験薬の表示の義務及び治験薬の販売

名の記載の被覆等の減免、市場流通品の治験薬と

しての転用の特例を認めております。また、被験

者が治験の費用を負担する場合には説明文書に追

加が必要です。 

 この制度は、患者や主治医が、現在どのような

主たる治験が実施されているのか、そして企業の

連絡先を知らなければ動きません。 

 そこで、PMDAのホームページにおいて、現在実

施されている主たる治験と拡大治験の実施状況を

掲載しています。 
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 この治験リストは毎月末に更新しています。８

月末時点では、91企業等、413成分、784の治験が

掲載されています。 

 また、現在実施中の拡大治験として、７企業、

８成分、８治験が掲載されています。 

 最後に、これまでに実施された拡大治験の一覧

表をお示しいたします。10社、11成分、12適応が

実施されており、そのうち悪性腫瘍の適応は11治

験です。この一覧表のうち、４成分は既に承認に

伴い終了しております。 

 次に、一昨年９月４日に策定した「医薬品産業

強化総合戦略」についてご説明いたします。 

 この戦略は、後発医薬品80％時代において、「国

民への良質な医薬品の安定供給」、「医療費の効率

化」、「産業の競争力強化」を三位一体で実現する

ために策定され、大きくは、「イノベーションの推

進」、「質の高い効率的な医療の実現」、「グローバ

ルな視点での政策の再構築」という３つの基本理

念ごとに、具体的な施策をまとめています。 

 例えば、「イノベーションの推進」では、ゲノム

医療、iPS 細胞を用いた創薬などの重点的な支援、

実用化段階に移行する研究の薬事戦略相談の活用

促進、「質の高い効率的な医療の実現」では、後発

医薬品の使用促進のための諸施策、「グローバルな

視点での政策の再構築」では、昨年６月に策定さ

れた国際薬事規制調和戦略の推進、日本のレギュ

ラトリーサイエンスの世界への発信、などが挙げ

られています。

 尚、本戦略は本年中の改定を予定しており、改

訂版は12月頃に公表できる予定です。 

 日本再興戦略、健康・医療戦略、骨太方針等に

掲げられている施策について、ご説明します。 

まずはスイッチ OTC についてご説明します。 

 平成26年６月に閣議決定された日本再興戦略の

改訂版及び骨太方針において、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 OTC化促

進が施策として盛り込まれており、日本再興戦略

では、「米国など海外の事例も参考に、産業界・消

費者等のより多様な主体からの意見が反映される

仕組み」を構築することとされています。 

これを踏まえ、次のスライドになりますが、新

たなスイッチ成分の評価システムを構築しており

ます。 
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 新評価システムでは、学会、団体、消費者個人

といった多様な主体からの意見を受け付け、提出

された要望品目のリストを作成し、情報の整理を

して、医学・薬学の専門家、消費者等からなる会

議を設置するとともに公開で議論することとして

おります。 

 検討会議での結果を踏まえ、薬事・食品衛生審

議会の意見を聴いて候補成分を公表してまいりま

す。 

 

 

 

 次に、申請・製造販売承認、いわゆる実用化段

階のスキームを示しています。 

 今後は、添付文書理解度調査として、申請前の

段階で、一般消費者が添付文書の内容を正しく理

解できるかということを事前に調査することとし

ています。申請時にはその結果の提出を求めるこ

とにより要指導・一般用医薬品の使用環境に応じ

たエビデンスの構築をはかることとしておりま

す。 

 添付文書理解度調査については、平成28年５月

20日付けでガイダンスを発出しております。 

 

 

 

 次のセッションでは、国際関係での厚生労働省

の取組みについて説明します。 

 

 

 

 このスライドでは国際関係の最近の取組みの概

要をまとめています。 

 日本の薬事規制のレベルは、PMDAの体制強化や

審査期間の短縮などにより、世界的に高いレベル

に向上しました。この日本の薬事規制を世界に向

けて発信して、世界の保健衛生の向上や日本の医

薬品・医療機器産業の活性化を果たしていくため、

平成27年６月に「国際薬事規制調和戦略 レギュ

ラトリーサイエンスイニシアティブ」を策定し、

推進しているところです。 

 ２点目ですが、同戦略の目玉の事業として、平

成28年４月に PMDA にアジア医薬品・医療機器トレ

ーニングセンターを設置しました。 

 アジア規制当局担当者を対象に、現地に赴いた

研修を含め、審査や安全対策、査察等のトレーニ

ングを提供することで、日本の医薬品・医療機器

等に係る規制等についてのアジア規制当局の理解

を促進します。今後もセンターの拡充を目指して

います。 

 ３点目として、日本が国際規制調和の議論を主

導するため、主要な国際会議を日本で開催してま
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いります。 

・本年10月には、世界23か国の薬事規制当局の

責任者が集まる「第12回薬事規制当局サミッ

ト」を日本が主催します。

・新薬のガイドラインを作成する ICH（アイシ

ーエイチ）については、本年秋はスイスです

が、来年６月には神戸で開催します。

・アジア各国との連携を深めるため、ここに示

したような各国と二国間シンポジウムを日本

と相手国で交互に開催しています。

 このように、厚生労働省では、国際薬事規制調

和戦略のもと、積極的な国際調和の推進を行って

います。 

 薬事規制当局サミットは各国持ち回りで開催さ

れていますが、第12回目となる今年は日本は初め

て主催国となり、10月に京都で開催されます。 

 薬事規制当局サミットでは、日、米、欧、中、

ブラジルなど23か国・地域の薬事規制当局の責任

者が集まり、医薬品・医療機器制度の在り方、審

査手続き、市販後調査等の課題について意見交換

を行っています。 

 薬事規制当局サミットはクローズドな会議です

が、その成果等を公表するため10月27日（金）に

国立京都国際会館で、イノベーションをテーマに

シンポジウムを開催予定です。

 ICH は、従来は日米 EU、それからスイスとカナ

ダが参加して、新薬の試験方法やフォーマット等

を共通のガイドラインとして作成することで、医

薬品開発や承認審査等の標準化・効率化を実現し

てきました。 

 このように以前は先進国だけからなる会議でし

たが、医薬品開発や規制のグローバル化に対応す

るため、平成27年に ICH改革が行われ、スイス法

に基づく法人化がなされました。 

 参加の門戸が世界の薬事規制当局や国際的な産

業界に開かれ、メンバーが拡大中です。薬事規制

当局としては新たに韓国、ブラジル、中国が加入

しました。今後は ICHガイドラインがグローバル

に普及する方向です。 

 最後に、厚生労働省と PMDA が協力関係を結んで

いる国を地図で表しました。 

 米国や EU には職員の派遣、先進国を中心に守秘

協定を結んで安全対策に関する守秘情報の交換、

アジア各国やブラジルなど新興国とは協力覚書の

締結や合同シンポジウムの開催を行っています。 

これらの活動により、海外の規制当局から最新

の規制情報や知見を入手するとともに、日本の規

制やレギュラトリーサイエンスの情報発信を行っ
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ています。 

 生物由来原料基準の一部改正について、ご説明

します。 

 生物由来原料基準については、医薬品医療機器

法において、再生医療等製品の安全性を確保しつ

つ迅速に実用化するための制度が創設されたこと

から、ウイルス安全性等に関する最新の科学的知

見や、BSE リスクに関する国際的動向等を踏まえ、

平成26年９月に基準の改正が告示されました。ま

た、これに伴いスライドにお示しする関連する施

行通知、運用通知等が発出されました。 

 生物由来原料基準の主な改正内容をご説明しま

す。 

 まず、通則10において、既承認の医薬品等を他

の医薬品等の原料として用いる場合は、基準に適

合しているとみなすことが、新たに規定されまし

た。 

 血製剤総則関係としては、医薬品等の製造工程

において添加剤、培地等に用いられるものについ

て、輸血用血液製剤及び血漿分画製剤の範囲から

除くことが規定されました。 

 反芻動物由来原料関係としては、使用可能な原

産国として国際獣疫事務局、以下、OIE と略させ

ていただきます、で「無視できるリスク」の国と

評価された国を追加しました。また、乳及び骨由

来ゼラチン・コラーゲンについては、原産国規制

を撤廃しました。なお、脊柱骨及び頭骨等の危険

部位に由来するゼラチン・コラーゲンについては、

引き続き使用を禁止しておりますのでご留意くだ

さい。 

 このスライドは、平成27年６月30日に発出され

た質疑応答集の内容のうち、承認申請書や原薬等

登録原簿の登録申請書の記載内容に関する事項を

要約したものです。各項目の末尾の括弧中の記載

が、質疑応答集での問に対応します。 

 まず、承認書及びマスターファイルにおいて記

載が不要であることを明確にしたものについて、

スライド上段にまとめています。これらについて、

既承認品目の承認書及びマスターファイルから記

載を削除する場合は、軽微変更届出でよいとして

います。また、これらの記載の削除のみの軽微変

更届出を行う必要は無く、他の理由により一部変

更承認申請又は軽微変更届出を行う際に、併せて

変更することで差し支えありません。

なお、低リスク原材料等の原産国を追加する場

合は、一部変更承認申請又は軽微変更届出の必要
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はありません。 

 また、反芻動物由来原料に関し、OIE により新

たに「無視できる BSEリスク」と認定された国を

承認書又は MFに追加する場合は、当該原料の製造

が OIE による認定公表された日以後であるものに

限り、軽微変更届で行ってよいとしております。

なお、低リスク原材料等の原産国を追加する場合

は、一部変更承認申請又は軽微変更届出の必要は

ありません。 

 本日のご説明は改正内容の一部となりますの

で、詳細は、告示及び関連通知をご確認いただき

たいと思います。 

 平成29年７月５日付けで発出した、バイオ医薬

品の承認申請区分及び承認申請に必要な添付資料

の作成方法について説明致します。 

 この通知は、近年の科学技術の著しい進歩並び

にバイオ医薬品の品質、安全性及び有効性に関す

るこれまでの知見の蓄積を踏まえ、バイオ医薬品

の承認申請時の取扱いについて示したものです。 

適応範囲は、組換え体細胞又は非組換え体細胞

のタンパク質発現系から培養により産生され、高

度に精製され、一連の適切な分析方法により特性

解析できるタンパク質若しくはポリペプチド、そ

れらの誘導体又はそれらを構成成分とするバイオ

医薬品です。 

 既承認バイオ医薬品と同一又は同等／同質では

ない有効成分のバイオ医薬品を製造販売承認申請

する場合については、原則として承認申請区分は

（１）の（１）として取り扱います。

既承認バイオ医薬品の製造方法の一部変更を行

う際の承認申請で、当該既承認バイオ医薬品と同

等／同質と認められる場合については、マスタ

ー・セル・バンクの変更した場合も含めて、承認

申請区分は（10の２）又は（10の４）として取り

扱います。 

 承認申請の添付資料の作成方法は、平成13年６

月21日付けの通知に記載の項目に基づき、日本薬

局方、生物由来原料基準及び関連する ICHガイド

ライン等を参考してください。

なお、必要に応じて医薬品医療機器総合機構の

相談業務等を活用し申請区分、添付資料を整理す

るようお願い致します。 

 最後に抗がん剤など、コンパニオン診断薬によ

る検査結果が投与の可否を判断する医薬品につい

ては、医薬品の承認申請を行う際は、同時期に診

断薬の承認申請も行われるよう、適切な開発を求

めてきているところです。 

医薬品の薬価収載時には、その使用前提となる

コンパニオン診断薬の保険適用が必要となります

ので、余裕を持って診断薬の開発を行って下さい。 

以上で説明を終わります。 

ご清聴ありがとうございました。
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 「医薬品等審査業務について」についてご説明

します。 

 まずはジェネリック医薬品の審査スケジュール

及び品質確保に係る対策についてご説明いたしま

す。 

 まずは後発医薬品の標準的な審査タイムライン

についてご説明します。 

 PMDAの第３期中期計画において、新規品目につ

いては平成30年度までに行政側審査期間（中央値）

として10か月、通常の一変品目については平成30

年度までに総審査期間（中央値）で10ヶ月を掲げ

ているところです。 

 個別の品目毎に照会回答に要する期間が異なり

ますので、一律のスケジュールを示すことは難し

いですが、目安としては、予備調査に２ヶ月、申

請後５ヶ月までに初回照会送付、その後審査が進

み申請書差替えに至るまでが申請後９ヶ月、都道

府県等の GMP調査を経て、承認まで12ヶ月という

のが標準的なタイムラインとなります。ここで、

申請資料の不足や新たな試験の実施が必要となっ

た場合には、回答への遅れ等によって審査期間が

延び、この標準的タイムラインから外れることに

なります。なお、申請者側の理由で12ヶ月以上の

長期に亘り審査が止まるものについては、標準的

審査タイムラインをオーバーしておりますので、

滞貨品目として扱わせていただきますのでご了承

願います。 

2. 医薬品等審査業務について

医薬品審査管理課 



―  ― 17 

 続いて後発医薬品の品質に係る取組についてご

説明します。 

 こちらのスライドは、“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設置

し、年２回、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。 

 ジェネリック医薬品品質情報検討会の議事内

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。さらに、「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

メールでの情報配信も行っています。

 平成27年６月末に閣議決定された「経済財政運

営と改革の基本方針2015（いわゆる「骨太の方針

2015」）」において、「後発医薬品に係る数量シェア

の目標値については、2017年（平成29年）度に70％

以上とするとともに、2018年度（平成30年度）か

ら2020年度（平成32年度）末までの間のなるべく

早い時期に80％以上」という新たな目標が設定さ

れました。平成29年６月には、骨太の方針2017に

おいて、「平成32年（2020年）９月までに、後発医

薬品の使用割合を80％」と設定されました。 

 先の「骨太の方針2015」を受けて、「医薬品産業

強化総合戦略」が策定された訳ですが、関連して

医薬・生活衛生局としては、更なる品質確保の強

化として、この「ジェネリック医薬品品質情報検

討会」を司令塔として、後発医薬品の品質に関す

る監視指導と学術的評価を一元的に実施すること

とし、その体制強化に係ることとしています。 

 具体的には、ジェネリック医薬品品質情報検討

会において、体系的な品質試験検査の方針決定と

学術的評価の強化を行うものです。 

 その結果について、有効成分毎に品質に関する

情報を体系的にとりまとめた情報集「医療用医薬

品最新品質情報集（ブルーブック）」の公表等を平

成32（2020）年までに集中的に行う予定です。 
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ブルーブックについては、平成29年３月末から、

ジェネリック医薬品品質情報検討会のホームペー

ジの中で公表を開始しております。原則として同

一有効成分・同一剤形ごとにシートを作成してお

り、内容としては、後発医薬品の選択の際等の参

考となる溶出挙動の類似性、生物学的同等性など

品質関連情報の他、共同開発情報に関する情報を

掲載しています。平成32年度までに順次データシ

ートの掲載を行う予定です。 

 また、ブルーブックと連動して、ブルーブック

連携データベースも公表を開始しております。各

製品の効能・効果、用法・用量、規格、添付文書

等の確認の他、添加物、薬価等を一覧で比較する

ことが可能となっております。 

 また、平成26年４月から、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。 

 「後発医薬品品質情報」は、平成26年４月以降、

これまでに No．８まで発刊しておりますが、その

内容を紹介させていただきます。 

 直近の検討会の概要、専門家による生物学的同

等性試験等の考え方等に関する紹介記事、ブルー

ブックに関する情報、PMDAお薬相談窓口によるコ

ラム等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。 
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 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。 

 

 

 

 まず、要指導医薬品についてご説明します。 

 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、要指導医薬品が設けられま

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。 

 

 

 こちらのスライドでは、厚労省の HP にて要指導

医薬品一覧について情報提供させていただいてい

ることの紹介になります。 

 参考として、要指導医薬品の承認情報をお示し

しておりますが、その販売開始日や調査期間の変

更（延長が多い）等が行われた場合には、当該サ

イトにおいて随時更新予定としております。 

 

 

 

 次に、一般用医薬品の承認基準についてご説明

いたします。 

 一般用医薬品については、16の承認基準があり、

承認権限が都道府県知事に委任されております。 

 平成28年度は、「平成27年の地方からの提案等に

対する対応方針」平成27年12月22日の閣議決定に

おいて、一般用漢方製剤の承認権限を都道府県知

事に委任することとされたのを受け、 

 平成29年３月28日に日本薬局方に収載されてい

る28処方に基づく「漢方製剤」を地方委任告示に

追加する改正を行いました。 

 承認基準については、定期的な見直しを行うこ

ととしており、今後も見直しを行う予定です。 
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 先ほど申し上げたように「平成27年度の地方か

らの提案等に関する対応方針」（平成27年12月22

日閣議決定）により国から地方公共団体への事

務・権限の移譲を行う決定がなされており一般用

漢方製剤の承認権限は平成29年４月１日から都道

府県知事に委任済みです。 

 平成29年度は「一般用生薬製剤製造販売承認基

準」を策定し、そのうち煎剤として服用するもの

の承認権限を都道府県知事に委任するため、告示

改正を行う予定です。 

 次にコデイン類の安全性についての対応につい

てお話しします。 

 ここで言う「コデイン類」とはコデインリン酸

塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩をいいま

す。 

コデイン類は、体内でモルヒネに代謝されるこ

とにより鎮咳等の薬効を示しますが、遺伝的に

CYP2D6の活性が過剰である場合、モルヒネの血中

濃度が上昇し、モルヒネ中毒（呼吸困難等）が生

じる可能性があります。 

 そのため、コデイン類を含む医薬品について、

原則12歳未満の小児への使用を行わない旨の注意

喚起を行いつつ、12歳未満の小児用量を有する製

剤の用量削除又は配合変更、12歳未満の小児専用

製剤の販売とりやめ等の対応を進める通知を発出

しました。 

 申請までの経過措置期間は平成30年末（12月）

ですが、成分の配合変更等に伴う品質等の確認の

ために期限内の申請が間に合わない場合は、個別

に御相談ください。 

 一変承認を取得されるまでの経過措置期間の間

には、こちらに示したような添付文書等による注

意喚起を行っていただきます。 

こちらが今後の対応スケジュールについてのイ

メージです。

まず、使用上の注意ですが、平成31年の中旬ま

での経過措置の期間中ですが、 

・医療用医薬品の添付文書においては、「重要な

基本的注意」の項において、12歳未満の小児

未満に使用しないよう注意喚起を行う。 

・一般用医薬品の添付文書において、12歳未満

の小児用量を有する製剤では12歳未満の小

児には医師の診察を優先するよう記載する

等の注意喚起を行う。

 なお、一般用医薬品については特に、コデイン

類含有製剤の安全性の評価や状況を生活者、販売

店等に丁寧に説明する資材を提供する必要がござ

います。 

 当該期間中に、12歳未満の小児用量なし製剤の

一変、代替成分の新製剤の承認等の手続きを行っ

ていただきます。 

 なお、当該申請については当局においても迅速

に対応する予定でございます。 

 その後、これらの対応が終了した際、全てのコ

デイン類含有製剤について、 

・医療用医薬品は12歳未満の小児を禁忌とし
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 ・一般用医薬品については、12歳未満の小児に

は医師の診療を優先する旨を削除し、12歳未

満の小児に使用しない旨の記載を行う予定

でおります。 

 

 

 

 こちらは迅速審査のイメージとなります。 

 まず赤色でくくった部分を御覧ください。こち

らは12歳未満の者を対象に含むコデイン類含有製

剤についてです。 

 大きく分けますと２パターンあるかと思いま

す。 

 １つ目ですが、成人と小児の用法用量を持って

いる場合であって、小児の用法用量のみを削除す

るというものです。こちらは、一変申請で対応し

ていただきます。 

 ２つ目ですが、同様に成人と小児の用法用量を

持っている場合であって、コデイン類を削除又は

代替成分に切り換えるというものです。こちらは

代替新規申請で対応していただきます。 

 これらの２パターンについては、迅速審査の対

象とし、申請期限は平成30年12月末までと対応を

お願いいたします。 

 また、現に製造販売を行っているものについて、

これらの申請を行う予定がない場合は、速やかに

承認整理届の提出をお願いいたします。 

 続いて、これらの２つを組み合わせた場合も今

回は迅速審査の対象といたします。 

 ３つ目のパターンをご確認ください。３パター

ン目については、代替新規申請を行う場合、コデ

イン類を含有しない医薬品への切替えを計画して

いても、切替えのための製剤設計に時間を要する

こと等が想定されるため、当面の対応を可能とす

るものとして取り入れたものになります。 

 まず、一段階目として、成人と小児の用法用量

を持っている場合であって、小児の用法用量のみ

を削除する対応を一変申請で対応していただきま

す。申請の際には、今後の計画を示していただく

ようお願いいたします。 

 二段階目として、コデイン類を削除又は代替成

分に切り換え、加えて、小児の者をその使用対象

とする変更を代替新規申請で対応していただきま

す。この二段階申請の場合も、迅速審査の申請期

限は平成30年12月末です。また、下の青くくくっ

た部分をご確認ください。 

 こちらは12歳未満の者を対象に含まないコデイ

ン類含有製剤についてですが、こちらは特段の対

応は不要です。 

 見かけ上、２段階迅速審査の（中間のもの）と

同一になってしまいますが、こちらは仮に申請さ

れたとしても迅速審査の対象とはなりません。 

 ※またご注意いただきたい点がございます。今

回一変申請で小児用量の削除を行う場合、その審

査期間は相当短くなるものと思われます。 

 当局の方でも、柔軟に対応していきたいとは思

っておりますが、申請される企業の皆様におかれ

ましては、製品の切替え時期等を考慮した上で一

変申請を行っていただくようお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 ここに、コデイン類を含有する医薬品への対応

についてお出しした通知等を一覧にしました。 

 該当品目の承認をお持ちの場合は、適切な対応

をお取りいただくよう、よろしくお願いします。 
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 このスライドでは、医薬部外品の承認基準につ

いて示しております。 

 医薬部外品については、その１部の種類に「承

認基準」が定められており 

 承認権限が都道府県知事に委任されています。 

 平成27年３月に、染毛剤、パーマネント・ウェ

ーブ用剤、薬用歯みがき類、浴用剤、生理処理用

品の５つの基準の内容を見直し、 

 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、所要の

記載整備などの改正を行ったところです。 

 また、平成29年２月にパーマネント・ウェーブ

用剤、同年３月にビタミン含有保健剤の基準を改

正しました。 

 

 

 

 パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の取扱

いについては大臣承認とし、将来的には、地方承

認が可能となるよう検討するとしていましたが、

平成29年４月から地方委任しました。 

 地方委任するにあたっては、承認基準を改正し

ました。改正内容は、承認基準の別表１ パーマ

ネント・ウェーブ用剤有効成分区分表に申請方式

欄を設け一品目申請、分離申請の別を記載しまし

た。 

 

 

 

 パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の地方

委任の詳細については、こちらの通知をご確認く

ださい。 

 

 

 

 ビタミン含有保健剤の承認基準について、「効

能・効果」を、生活者の視点から見て分かりやす

い表現に読み替える改正を行いました。 

 改正前のビタミン含有保健剤の製造販売承認基

準では、ここにあるように「効能及び効果の範囲

は、滋養強壮、虚弱体質等の栄養補給とする。」で

す。この長文の効能効果を具体化してかみ砕き、

アからオまでの５つに分けました。更に、その中

から１つ以上最大５つまで選択できるように変わ

りました。 

 例えば、アとウを選んで申請するということが

できるようになったということです。また、ウと

エを選んだ場合、配合成分に付随する「付記でき

る効能効果」を11種類設けました。 
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 承認基準改正に伴い、３月から６月にかけて発

出した告示、通知、事務連絡はこちらのようにな

っております。 

 次に、日本薬局方
に ほ ん や っ き ょ く ほ う

の改正についてご説明いたし

ます。 

 日本薬局方は、医薬品医療機器法第41条第１項

に基づき、医薬品の性状及び品質の適正を図るた

め、厚生労働大臣が、薬事・食品衛生審議会の意

見を聴いて定める医薬品の規格基準書です。 

 日本薬局方は現在は５年ごとに全面改正（大改

正）をするという運用をしております。また、大

改正の間に２度の追補改正や、そのほか必要な部

分改正をおこなっております。 

 第17改正にあたっては、平成23年９月に通知さ

れた「第十七改正日本薬局方作成基本方針」に基

づいて進められました。 

 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」などの５本の柱が定められて

おります。 

 局方の改正経過・今後の予定について、ご説明

いたします。 

 直近の改正は第17改正で、こちらは平成28年３

月７日に告示、４月１日施行となっております。 

 また、同年７月に開催されました日本薬局方部

会で第十八改正の作成基本方針が審議され、その

後薬事分科会での報告を経て、各都道府県薬務主

管課へ事務連絡を行っております。 

 今後につきましては、今年度に第十七改正日本

薬局方第一追補を告示、施行予定で、第二追補を

挟んで、平成33年には第十八改正日本薬局方が告
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示、施行予定です。 

次に、一変の猶予期間について説明いたします。 

 既に、一変の承認日は、承認の予見性を高める

取り組みとして、現在、PMDA から厚生労働省へ審

査結果が届いた段階から、原則として、翌々週の

水曜日を承認日とする運用も行っているところで

す。 

 さらに予見性を高める取組みとして、平成27年

７月13日以降の申請分から適用可能となりまし

た、「一変の猶予期間、製品切替え時期設定一変の

設定」についてご説明します。 

 申請からの流れについて、スライドの上段をご

覧下さい。 

 一変申請後、審査手続きが始まりますが、企業

側でも、資材調達等が同時に行われるかと思いま

す。審査が終了となると申請資料の差し換えの連

絡が PMDAから企業へ行われ、その後、事務手続き

を経て製造販売の一変承認をしてきたところで

す。 

 製品出荷のイメージですが、従来、一変の承認

日を境として、変更前の製品の出荷と 変更後の

新製品の出荷を分けてきました。 

今後、製品切替設定一変を利用する場合、スラ

イドの下の方に記載した文言を、申請時に一変の

該当する大項目の欄の最後に記載することによ

り、従来の一変の承認日を境としていたところを、

企業が申請した出荷年月日を境とすることができ

るよう扱われることとなります。 

 このスライドでは、平成27年７月13日及び平成

28年３月28日に発出した通知及び事務連絡を記載

していますので、内容について確認をお願いいた

します。 

 また、下段は、承認申請書のイメージ図になり

ます。 

このほか、承認予見性を高める取り組みとして、

本年10月から PMDA において開始予定の軽微変更

届事前確認制度では、軽微な変更であることの妥

当性について、製品の品質・有効性・安全性に影

響を与えないことを示すデータに基づき、事前に

確認できる制度を運用開始予定です。 

 当初はジェネリック医薬品等審査部の担当品目

を対象として運用を開始することとしておりま

す。 
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 次に、医薬品の製造販売承認書と製造実態の相

違についてお話いたします。 

 平成28年１月に大臣承認医薬品について、医薬

品製造販売業許可を有する全ての企業に対して、

医薬品の製造販売承認書と製造実態との照合を製

造部門以外の方に実施し、その結果を報告するよ

う依頼しました。 

 この一斉点検は、ある企業における承認書と製

造実態の違いがあり、書類捏造などにより巧妙に

行政の査察の目を逃れるという行為が発覚したこ

とから、他社では大丈夫かどうか確認のため行っ

たものです。 

 各社に点検及び相違解消のための薬機法におけ

る手続を平成28年５月末までに完了して頂きまし

た。 結果は、手続終了の翌日である６月１日に

公表しましたが、 

● 医薬品の品質、安全性に影響を与えるよう

な、事前承認が必要な相違はなかった。

● しかし、事後届出が必要な相違は、646社

32,466品目のうち、479社（全体の74％）、

22,297品目（全体の69％）にあった。

● 相違の内容は、承認書へ誤記載、原料仕入

先の変更等について承認書への記載更新

を遅延したもの、日本薬局方で認められて

いる試験方法へ変更したもの等

というものでした。この多くの品目に相違があっ

たという結果は、大変残念です。聞き取りの中か

らでは、 

・承認当時からの記載ミス

・平成17年薬事法改正により、承認書の記載内

容をより詳細に記載することとした際に生

じた記載ミス

・製造工程の変更管理を承認書に反映させるこ

とを適切に行ってこなかった

が多く聞かれました。 

 皆さまは品質等に十分自信のある医薬品を製

造・販売されているはずですが、医薬品の品質は、

医師、患者、消費者などが自ら善し悪しが見て判

断できるものでなく、きちんと作っているはずと

言う信用・信頼あっての生命関連製品であるので、

承認書と異なる医薬品を作っている、ということ

は許されるものでありません。 

そのため、厚生労働省は対応として、 

● 相違品目を有する医薬品製造販売業者（479

社）に対する行政指導

● 都道府県を通じ、医薬品製造販売業者に対

して、承認書と製造実態との照合の徹底、

変更管理の適切な実施体制の確保、再発防

止の徹底を求める通知の発出（Ｈ28.6.1）

● 医薬品製造業者に対する無通告査察（抜打

ち査察）等による法令遵守の監視の強化

を行っています。 

 通知の概要についてはスライドにお示ししてい

るとおりですが、まず、生命関連製品を扱ってい

ることを肝に銘じ、緊張感を持って取り組んで頂

きたい、そして、万が一、今後相違等が見つかっ

た場合には、ためらわず報告することが重要です。 
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 最後に外国製造業者認定手続き等に係る留意事

項になります。 

 外国製造業者認定事項に変更が発生した場合に

は、変更後、30日以内に変更届の提出が必要にな

ります。 

 変更届が遅延して提出されるケースが多く見受

けられますので、代行者におかれましては、期限

までに変更届が提出できるように、外国製造業者

との報告・連絡につきまして、変更を届け出る必

要がある事案が発生した際に遅滞なくその事実を

確認し、報告を受けられる体制を構築していただ

くようよろしくお願いいたします。 

 特に例外的に認められている製造販売業者以外

の者が代行者を担っているケースにおいて、変更

届の提出が遅延している事例が多くみられますの

で、当該代行者が医薬品医療機器法に基づき必要

となる薬事手続を十分に理解頂いた上で、代行者

の役割を認識いただくことが重要と考えます。 

 外国製造業者認定の有効期間は５年間ですが、

更新申請の時期が有効期限の直前になることによ

り、有効期限が切れる前に更新できない事例が多

く見受けられます。外国製造業者認定申請に必要

な事務処理期間につきましては、申請から５か月

程度を見込んでおります。よって、有効期間が終

了するまでに、更新手続が完了しなかった場合の

品目の承認事項への影響も踏まえ、更新申請につ

きましては、有効期間が終了する日の５か月前ま

でに申請できるよう計画的な業務運営をお願いい

たします。 

 なお、有効期限が切れた後の申請は更新申請で

はなく、新規申請となります。 

 製造販売業者におかれましては、品目の承認事

項の把握のために、製造を委託している国内製造

業者や外国製造業者との密な連携が重要です。 

 委託先製造業者の許可や認定の変更や更新状況

等の把握が不十分であったために、承認手続きに

不本意に影響するケースが見受けられます。 

 日頃から委託先製造業者との報告連絡体制の構

築が重要と考えますので、ご確認の程よろしくお

願いいたします。 
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 特に自らが代行者ではない原薬等の外国製造業

者認定に係る代行者の把握などが重要と考えま

す。 

以上につきまして、各社に持ち帰って頂き、遺

漏無く手続ができるよう周知願います。 

以上で説明を終わります。 

ご清聴ありがとうございました。 



―  ― 28 

 平素は、医薬品の安全対策にご協力いただきあ

りがとうございます。また、本日はこのような講

習会へ講師としてお招きいただき、重ねて御礼申

し上げます。 

 本日は、医薬品の市販後安全対策として、安全

性情報の収集と提供、医療用医薬品添付文書記載

要領改正、医薬品リスク管理計画、安全管理に係

る留意事項、適正使用の徹底、医療情報データベ

ースの主に６点について説明します。 

 まず始めに、安全性情報の収集と提供について

お話させていただきます。 

 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、副作用の発生が抑えられるよう添付文書

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

3. 医薬品の市販後安全対策について

医薬安全対策課 
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す。 

 医薬品医療機器法第68条の２においては、情報

の収集について、製薬企業には、情報収集の努力

義務、医薬関係者には、製薬企業が行う情報収集

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、情報の収集、活用の

努力義務が課せられています。 

 情報の提供等について医薬品医療機器法の第68

条の２において定められている具体的な条文で

す。第１項は、製造販売業者は、医薬品の適正使

用のために必要な情報を収集し、検討し、医薬関

係者に提供すること、第２項は、医薬関係者は適

正使用のために必要な情報の収集に協力するこ

と、第３項は、医薬関係者は適正使用を確保する

ため、必要な情報の収集、検討及び利用を行うこ

と、が定められています。 

 医薬品医療機器法第68条の２に基づき、製薬企

業のみなさんにより医師、薬剤師等から副作用等

の情報が収集・検討され、その結果は製薬企業か

ら医師、薬剤師等へ情報提供され、医薬品の適正

使用のために医療現場で活用されているところで

す。 

 なお、PMDAに報告される国内の医薬品副作用・

感染症報告の件数は年々増加しており、1967年の

制度開始以降、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、2016年度には約

62,000件となっています。 内訳としては、医療

機関報告が6,000件程度であり、ほとんどが企業報

告です。これらの副作用の情報は、未知の副作用

について添付文書への記載が必要ないか、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

可能になるよう、詳細な情報の収集が必要です。 

 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。先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
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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 

・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こと

・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。 

 報告された情報の検討結果、それを踏まえた新

たな注意喚起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、医療関係

者、患者さんに対し情報提供を行っております。

PMDA メディナビへは既に登録されているかとは

思いますが、もし登録されていない方がおられま

したら、是非、この機会にご登録をお願い致しま

す。 

 次に、医療用医薬品添付文書記載要領改正につ

いてです。 

 添付文書の作成にあたっては、記載要領につい

て平成９年に厚生労働省から通知が発出され、現

在施行されているところですが、発出から20年が

経過し、医療の進歩や高齢化、IT技術の進歩など、

医療を取り巻く状況は大きく変化しております。 

 これらの状況を鑑み、厚生労働科学研究の事業

に於いて「薬害再発防止のための医薬品行政等の

見直しについて（最終提言）」を策定し、この研究

での提言やその後の検討を踏まえ、平成29年６月

８日付けで添付文書等の改訂記載要領通知を発出

致しました。 
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 主な改正点としては、５つございます。 

 （１）項目の通し番号を設定し、「警告」以降の

全ての項目に番号を付与、記載すべき内容がない

項目は欠番とすることとしました。 

 （２）「原則禁忌」は廃止し、「禁忌」、「特定の

背景を有する患者に関する注意」、その他の適切な

項へ記載することとしました。 

 （３）「慎重投与」は廃止し、「特定の背景を有

する患者に関する注意」など、その他の適切な項

へ記載することとしました。 

 （４）「高齢者への投与」、「妊婦、産婦、授乳婦

等への投与」、「小児等への投与」を廃止し、「特定

の背景を有する患者に関する注意」を新設し、「妊

婦」、「生殖能を有する者」、「授乳婦」、「小児等」、

「高齢者」、「腎機能障害患者」、「肝機能障害患者」

等の項目に分けて記載することとしました。 

 （５）後発医薬品及びバイオ後続品の「使用上

の注意」及び「取扱い上の注意」の記載は、原則

として、それぞれの先発医薬品及び先行バイオ医

薬品と同一とすることとしました。 

 

 

 

 現在の記載要領に従った項目と、改正後の記載

要領にしたがった項目を比較すると御覧のような

対応となります。先程のスライドで述べましたと

おり、原則禁忌、慎重投与は廃止され、その内容

は「特定の背景を有する患者に関する注意」など、

その他の適切な項へ記載されることになります。 

 

 

 

 今後のスケジュールについてご説明します。 

 改正後の記載要領は平成31年４月１日に施行

し、平成36年３月31日まで経過措置期間を設定し

ます。また施行日までの間、QA の検討・発出、ワ

クチン類等の添付文書等の記載要領改訂、後発医

薬品の情報提供の充実に関する通知の発出、改正

記載要領に基づくモデル添付文書の作成・公開、

PMDAの SKWサイトの改修を予定しております。 

 

 

 

 次に、医薬品リスク管理計画、RMP についてお

話させていただきます。 
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 医薬品リスク管理計画（RMP）は、製造販売業者

が、開発から市販後まで一貫したリスク管理を行

うため、安全性検討事項を明らかにした上で、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。 

 また、RMP の策定及び実施が確実に履行される

よう、平成25年３月11日に GVP省令、GPSP 省令を

改正しました。改正点としては、RMP を GVP 省令

に規定するとともに、総括製造販売責任者又は安

全管理責任者がこれを作成する事としておりま

す。また、RMP 作成品目において、製造販売後調

査は安全性監視活動の一つとして定められている

ため、RMP 作成者である総括製造販売責任者また

は安全管理者は調査の実施者である製造販売後調

査等管理責任者と連携をする旨、GVP 省令、GPSP

省令に規定しております。 

 また、RMP の利活用を推進するため、PMDAのホ

ームページで策定された RMP を公表しています。

また、RMP の医療現場での活用を図るため平成28

年５月より、数十ページに及ぶ RMPの内容を１ペ

ージ程度にまとめた RMP概要を RMPの冒頭に添付

することとしております。 

 このほか、医療現場での活用を図るための方策

として、RMP マークが定められました。これは、

これまで、医療従事者より追加のリスク最小化活

動のために作成・配布する資材について、RMP に

関連する資材であることが認識しづらいとの指摘

がされていたことを受けたもので、該当する資材

については RMPマークを今後表示していく旨、日

薬連安全性委員会にて自主申し合わせが定めら

れ、厚生労働省に提出されました。厚生労働省と

してもこの取組みを支援するため、本年６月に医

薬品審査管理課・医薬安全対策課事務連絡として

都道府県宛に周知いたしました。皆様も、自主申

しあわせに従って、今後、RMP に基づく資材への

マークの表示を進めていただくようお願いいたし

ます。 

 RMP 関係で現在検討している事項についてご説

明します。現在、主に RMP 策定通知の改訂、RMP

記載事例の追加・修正、次期 QA の策定について検

討を進めています。RMP 策定通知の改訂及び RMP

記載事例の追加・修正は、GPSP省令改正を受け、

製造販売後データベース調査に関する内容を追加

する対応を進めています。また、次期 QAについて
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は「軽微な変更」の取扱や再審査に伴う RMPの取

扱等についての QA を追加しつつ、これまで発出し

た QA その１～その５までを整備することを検討

しています。今後、通知・事務連絡が発出された

際は、RMP 作成・更新に際しご留意いただくよう

お願いいたします。 

 

 

 

 続いて、安全管理に係る留意事項についてです。 

 

 

 

 製造販売業者には、責任者として、 

 ①品質管理業務について一義的に責任を有する

品質保証責任者 

 ②製造販売後安全管理業務について責任を有す

る安全管理責任者 

 ③品質管理及び製造販売後安全管理の総括的な

責任を負う総括製造販売責任者 

のいわゆる「三役」の設置が義務づけられており、

相互に連携することで医薬品等の品質管理、安全

管理が適正に行われる仕組みとなっております。 

 

 

 

 ここで、近年、製造販売業者の処分対象となっ

た事例をご紹介します。 

 ５年間で８件の処分事例があり、承認書との製

造実態の相違、副作用報告の遅延等が原因で業務

改善、業務停止命令が下されております。 

 

 

 

 続きまして、平成28年度に行った副作用等報告

遅延に対する行政処分について御紹介させていた

だきます。対象企業は、セルジーン株式会社です。

報告義務の対象となる4,573例の副作用情報を把

握していたにもかかわらず、法令に対する理解不

足により定められた期限内に報告しなかった事例

です。 

 これに対し、 

 ①法令に基づき、副作用報告に関する業務が適

切に実施されているか第三者の専門家からの

意見も活用し、確認すること 

 ②報告遅延などが生じた場合速やかに当局への

報告を行う社内体制の確立 

 ③副作用情報の取扱いに関する業務手順書の運

用について明文化し、関係部門と共有すると

ともに、法令及び社内の業務手順書とその運

用に関する社内教育を定期的に行い、その際
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に教育内容の理解度を確認すること等の業務

改善を３月14日に命じました。 

 副作用報告の報告遅延については、平成27年２

月に安全対策課長通知を、承認書との齟齬につい

ては、平成28年１月に審査管理課長通知を発出し

ており、それぞれ企業の自主点検を行うよう指導

を行ってきましたが、依然として、法令遵守に問

題のある事例が散見されることから、今回、三役

制度の運用に関して、問題点を洗い出し、改善方

策の検討が必要と判断し、本年６月26日に三役留

意事項通知を発出することといたしました。 

 この留意事項通知の位置づけですが、三役の業

務実施に係る今後のあり方を示すものであり、対

応に時間を要するもの、事業者によっては対応が

困難なものも含まれていることから、本留意事項

に対応出来ていないことをもって、「許可が得られ

ない」「許可が更新できない」といったことは意図

していないものの、継続的な検討、将来的な対応

を進めていただくようお願いするものです。 

 では、具体的に留意事項通知の内容をご紹介い

たします。 

 まず、総括製造販売責任者、総責に関するもの

です。 

 品質保証責任者、品責及び安全管理責任者、安

責を適切にマネージメントしたり、製造販売業者

への意見を行う上で、総責に適切な職位を与える

ことが必要と考えられます。 

 また、三役の行う業務には、経営陣を含む社内

全体の理解が必要であることから、原則として総

責が経営会議等に直接出席することが求められま

す。ただし、総責には薬剤師要件があり、各社の

規定も様々であろうことから、弾力的な対応とし

て、あらかじめ定められた出席者に、経営会議等

で総責の代理として意見を発言させることも考え

られます。 

 続いて、総責の要件ですが、現状、第一種製造

販売業では、薬剤師要件以外の法令上の要件はあ

りませんが、役割を果たす上で一定の経験等は必

要であることから、医薬品の製造販売に係る薬事

業務、開発業務、品質管理業務又は安全確保業務

に３年以上従事した者であること、品責及び安責
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の業務に係る総合的な理解力及び適正な判断力を

有することが求められます。 

 さらに、品責及び安責を適切に監督する意味で

も、三役会議を定期的に開催することにより、適

切にコミュニケーションを図ることが必要と考え

られます。 

次は、三役体制に関する内容です。 

 これまでにも述べたとおり、総責は、品責及び

安責を監督する立場であることから、直接の上司

であることは必ずしも必要ないものの、指揮命令

が機能する社内体制の整備に努めていただく必要

があります。 

そのためにも、三役の役割等を社内で理解して

いただくことは必要不可欠であり、その社内への

周知のためには、例えば、三役を人事発令、ある

いは社内公示する方法もあるのではないか、と考

えています。 

次は、品質業務に関する事項です。 

 製造業者の職員個人の意図的な不正行為を想定

した対応は必要であり、過去の違反事例でも、そ

のような事例がありました。その対策としては、

例えば、定期的に人事異動を行うこと、内部通報

制度を整備すること、製造区域への入退室管理を

行うことなど、様々な取り組みが考えられ、また、

製造販売業者と製造業者が同一法人でない場合、

製造業者の選定にあたり、当該業者の取り組み等

も考慮する必要があります。 

 また、製造所に対する監査では、書面による調

査だけでなく、実地による調査も必要に応じて行

う必要があると考えています。 

最後は、安全確保業務に関する事項です。 

 業務手順書関連では、過去の処分事例では、通

常の医療機関の自発報告以外の臨床研究及び医薬

関係者を対象としたアンケート結果等の報告漏れ

が散見されており、MRだけではなく、近年導入が

進みつつある MSL（メディカルサイエンスリエゾ

ン）など、副作用情報等を入手しうる他の関係者

についても、考慮する必要があります。これまで

にも自己点検を依頼しているところではあります

が、今一度ご確認をお願いできれば、と思います。 

 教育訓練についても、先程の内容を含んだもの

が必要です。例えば、ｅ－ラーニング、テレビ会
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議、電話会議なども考えられますが、いずれにし

ても、営業所に完全に任せるのではなく、安全管

理統括部門等が主体的に関与し、効果的な教育訓

練がなされる必要があります。 

 また、営業所の点検についても効果的に行われ

なければなりません。こちらについても、安全管

理統括部門等が主体的に関与し、営業所を直接訪

問するなどの対応が考えられます。 

 以上が、今般発出した三役留意事項通知のポイ

ントです。 

 

 

 

 次に、適正使用の徹底についてご紹介します。 

 

 

 

 医薬品副作用被害救済制度により、制度発足か

ら平成29年３月末までに、16,546件の救済給付が

行われた一方、3,286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28年度には、

1,340件に支給決定がなされ、411件に不支給決定

がなされました。 

 不支給決定の理由の内訳は図のとおりです。一

番多い理由が、「医薬品により発現したとは認めら

れない」ものです。次に多いのが、「使用目的、使

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25％を占めています。 

 

 

 

 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

の範囲外で使用された事例、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回の血液検査をするよう従来より

注意喚起がなされてきましたが、救済制度の不支

給事例として、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等から、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お願いし

ております。 
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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

が知られていますが、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

られています。安全性速報（ブルーレター）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

いてもお願いしております。 

 適正な使用とは認められない理由として最も多

いのがラモトリギンの事例です。 

 次に、来年度から本格運用を開始する医療情報

データベース、MID-NETについて紹介します。 

 MID-NET 構築の背景として、従来の安全対策の

限界を補い、より科学的な根拠に基づく安全対策

を実施するために、大規模な医療情報データベー

スを用いた安全対策の推進が必要とされてきまし

た。 

 従来からの副作用の自発報告や使用成績調査で

は、報告バイアスや発現頻度が算出できない、他

剤との比較が困難、といった限界があったわけで

す。 

 具体的に、大規模医療情報データベースがあれ

ば、どんなことができるようになるのか。その活

用例を、このスライドの下の方でお示ししていま

す。 

 単純な、他剤との副作用の発現頻度の比較だけ

でなく、例えば、ある薬剤の投与後の有害事象の

発生について、薬剤の投与の有無で、発生頻度に

差があるかどうかの比較や、安全対策措置を行っ

た前後での副作用の発現割合の変化の検証も可能

になります。 
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 こちらのスライドが、MID-NET の概要です。全

国10拠点の協力医療機関に、「レセプト」「DPC」「電

子カルテ」「検査データ」を格納したデータベース

を設置し、それらのデータを統合した解析するシ

ステムを PMDAに構築しました。

現在は PMDA と協力医療機関による試行的利活

用を行っているところですが、来年、平成30年度

から本格運用を開始し、行政に加えて、製薬企業

とアカデミアが MID-NETの利活用を行うことが可

能になります。本格運用の開始時点で、400万人規

模のデータが解析可能となる見込みです。 

 MID-NET 事業では、平成27年度から、本格運用

に向けた利活用ルールや、運営に係る費用負担の

枠組みなどを、「医療情報データベースの運営等に

関する検討会」において検討してまいりまして、

先日、８月21日に最終報告書を公表しました。次

のスライドでは、その利活用のルールをご紹介し

ます。 

 MID-NET の利活用の目的は、製造販売後調査な

どの医薬品の安全対策と、公益性の高い調査・研

究とされており、利活用の目的、内容などは、有

識者会議において事前に審査を受ける必要があり

ます。 

 また、透明性の確保の観点から、利活用情報は

PMDA の HP に公表されるとともに、最終的に得ら

れた利活用の結果についても、原則として公表し

なければなりません。 

 その他にも、セキュリティ確保や個人情報保護

などの観点から様々なルールを設けており、たと

えば、MID-NET システムへのアクセスは、高いセ

キュリティを確保したオンサイトセンターに限定

し、外部へデータを持ち出すのにも制限がありま

す。 

 また、利活用ルールの違反やデータの紛失・漏

洩等には、利活用の禁止や利活用者の公表などと

いった対応を行うことになります。 

 企業の方にとって関心が高いのは利用料ではな

いかと思います。MID-NET 運営の経費は利活用者

が利用料として負担していただくことを原則とし

ており、年間運営経費を利活用の見込み件数で割
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ることで利用料を算出しました。 

 製造販売後調査に用いる場合については、１品

目あたり約4200万円を予定しています。 

 MID-NET をはじめとする医療情報データベース

の活用が本格的に始まることを踏まえ、今年の６

月に、ファーマコビジランス活動における医療情

報データベースの利用に関して基本的考え方を通

知として発出いたしました。 

詳細は通知本文や、PMDAが作成したガイドライ

ンをご確認いただきたいのですが、ポイントは、

まずファーマコビジランス活動の実施にあたって

は、具体的なリサーチクエスチョンを設定するこ

と、そして、そのリサーチクエスチョンにあった

調査方法を選択することです。データベースの利

用が適している場合には、積極的に活用していた

だきたいと思います。 

MID-NET に関して最後になります。先日、コデ

イン類含有医薬品については、呼吸抑制のリスク

を低減するため、原則として、12歳以下の小児へ

の投与を行わないこととされましたが、その措置

の検討にあたっては、MID-NET の試行的利活用の

データも参考とされました。 

 MID-NET で約100万人分のデータを解析した結

果、ガンの診断を持つ患者を除いて、コデイン含

有製剤が処方された患者が7,267人、うち12歳未満

も209人含まれていました。さらに、一定の条件に

基づき呼吸抑制の発生が疑われるケースを評価し

たところ、コデイン処方例の0.3％で発生が認めら

れました。 

このように、MID-NET が、リアルワールドデー

タに基づく処方実態の把握や副作用発現の評価に

威力を発揮することを示す事例となったと考えて

います。 

最後に、最近の話題について紹介します。 

 まずはじめに、高齢者における医薬品安全対策

の推進についてご紹介します。 

 本邦では、高齢化の急速な進展により、合併症

によるポリファーマシーの増加やそれに伴う副作

用の増強、薬物間相互作用の発現など、高齢者へ

の薬物療法に伴う問題が顕在化しています。 

 そこで、高齢者の薬物療法に関する安全対策等

を調査・検討する検討会を本年４月に立ち上げま
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した。 

 これまでも、各医薬品の添付文書において高齢

者への投与に関する注意を記載していました。ま

た、保険でも、向精神薬の投薬期間の上限を規定

したり、７剤投与の処方せん料の減算規定を設定

しています。さらに、アカデミアからも高齢者の

薬物療法に係るガイドラインが発表されていま

す。 

本年立ち上げた「高齢者医薬品適正使用検討会」

では、これらの既存の取り組みも参考にしつつ、

高齢者の薬物療法における課題の整理と対策の検

討を行い、適正使用ガイドラインの作成等を通し

て、高齢者における医薬品適正使用を加速するこ

とを目指しています。 

 これまでに、検討会を３回行い、高齢者に対す

る医薬品の処方状況、高齢者の生理機能の変化と

それに伴う薬物動態の変化、ポリファーマシーに

対する各医療現場での取り組みについて構成員等

から情報提供をしていただくとともに、高齢者薬

物療法における検討課題と今後の進め方について

ご議論いただき、その内容を「中間取りまとめ」

として８月23日に公表しました。 

 今後の取り組みですが、検討会では多様な医療

現場の多職種連携の下での情報収集、管理及び共

有の在り方、高齢者の薬物療法に関する医療関係

者及び高齢者自身の理解・意識の向上について検

討を進めるとともに、検討会の下にワーキンググ

ループを設置し、ガイドライン案の作成を行う予

定です。今年度末には包括的なガイドライン案、

来年度末には各論的ガイドライン案の策定を目指

すこととしています。 

 次に、話は変わりまして再生医療等製品の市販

後安全対策について、行政側の取組をご紹介しま

す。まずは製品の紹介です。再生医療等製品につ

いては、平成26年医薬品医療機器法の施行により

新たにカテゴライズされたものですが、現在４製

品が承認されています。こちらに示しましたジャ

ックとジェイスについては、もともと医療機器で

承認されていましたが、現在は再生医療等製品に

定義されています。ジャックは自家培養軟骨、ジ

ェイスは自家培養表皮です。 

次のスライドは、医薬品医療機器法施行後に承
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認された再生医療等製品で、患者以外から採取し

た骨髄液から幹細胞を分離・培養し、静脈注射に

より治療に用いる製品として、テムセル HS 注、患

者自身の太ももから採取した筋組織から骨格筋芽

細胞を分離・培養・シート化し、患者の心臓に貼

付して治療に用いる製品として、ハートシートが

ございます。 

 次に、再生医療等製品の市販後安全対策に関す

る具体的な取組についてです。再生医療等製品は

市販後の安全性等の検証が円滑になされるよう、

フォローアップする体制や環境を整備する必要が

あることから、厚生労働省において「再生医療製

品患者登録システムのあり方に関する検討会」が

開催され、平成26年６月、同検討会の報告書にお

いて、再生医療等製品の有効性及び安全情報を収

集する患者登録システムの構築が提言されまし

た。当該提言を受け、独立行政法人医薬品医療機

器総合機構において、患者登録システムに使用す

るデータベースが構築され、今般、一般社団法人

日本再生医療学会において、本学会の患者登録シ

ス テ ム （ National Regenerative Medicine

Database(NRMD））の一部として運用されることと

なりました。なお、患者登録システムによる情報

収集には、学会や企業が所有するデータベースを

活用する場合もあります。 

 患者登録システムを通じて、登録されたデータ

を使用成績調査に活用するなどの再生医療製品の

市販後フォローアップ体制の確立や再生医療製品

の市販後安全対策の確立による再生医療の実用化

の推進などを促し、国民の安全・安心の確保に役

立てて行ければと考えています。 

 最後に、医療安全の取り組みについてご紹介致

します。 

 「相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入」

について10月４日付けで通知を発出いたしました

ので、ご説明いたします。 

 ベッドサイドで起こりうる接続を、スライドに

お示している６つに分類し、各分野間の誤接続を

防止する、新たな国際規格の制定が進められてい

ます。 

 対象となる分野は、「呼吸器」、「経腸栄養」、「泌

尿器」、「カフ拡張」、「神経麻酔」、「皮下・血管系」

の６分野となります。 

 これまで日本においても、経腸栄養ラインと輸

液ラインが接続できないよう、基準の改正などを

行ってきているところですが、「医療安全の向上」、

「国際整合による安定供給」といった観点から、

今回の国際規格の導入を検討してまいりました。 

 製造販売業・販売業の皆様におかれましては、

切替え時期などについて、あらかじめ医療現場へ

十分な情報提供を行っていただく必要がありま

す。 

また、個々の医療機関における導入時期におい
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ては、適切な在庫管理・医療安全の確保にご協力

をお願いいたします。 

 また、特に御留意いただきたい事項といたしま

して、６分野の国際規格の制定時期が異なります。

したがって、医療機関への導入時期などにつきま

しても、分野ごとに準備が整い次第、順次通知を

発出し、お知らせしていくこことなります。 

 また、この新たな国際規格の対象といたしまし

て、医療機器のほかに、プレフィルドシリンジな

どの「医薬品たるコンビネーション製品」も対象

となりますのでご注意ください。 

 ご家庭での、ということになりますが、広く医

療安全関係の話題ということで、子どもによる医

薬品誤飲事故についてです。 

 この事案については、消費者安全調査委員会に

より、平成27年12月に最終的な事故原因等報告書

が取りまとめられ、厚生労働大臣に対し、包装容

器からの対策検討を検討することや、継続的な注

意喚起等を行うよう地方公共団体及び関係団体に

求めるべきとの意見が提出されました。 

 この事故防止対策について、平成27年度に、厚

生労働科学研究において検討が行われまして、そ

の他検討会での御意見等も踏まえて、昨年７月15

日に通知を発出しております。 

 通知の概要としては、包装容器の対応について

は、製薬企業によるものと、薬局窓口で対応いた

だけるものがあると整理した上で、互いに実現可

能な対策を検討いただこう、というものです。 

 現在、業界や会としてのレベルでの連携した検

討を進めていただいており、今後、具体的な対策

について検証実験等が行われていく予定です。 

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。 

 薬事監視業務は広範にわたり、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、今回はその一部、それでも多岐にわたり

ますが、偽造医薬品対策、自主回収、後発医薬品

品質確保対策、広告規制、輸入監視、GMP、そして

再製造 SUDについて、ご紹介させていただきます。 

 まず、監視指導業務について、監視指導業務の

総論をご紹介します。 

 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医薬品医療機

器法の趣旨にのっとり、全国に薬事監視員、薬事

監視専門官を配置し、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28年４月１日現在で、薬事監視

員総数は4,107人にのぼり、日々、医薬品、医療機

器などが医薬品医療機器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

される薬事監視専門官は、医薬品医療機器法上の

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、法令に違反した製造販

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。 

4. 監視指導業務について

監視指導・麻薬対策課 
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 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。 

 医薬品医療機器法の業許可・登録をもつ、また

は届出された施設は、60万施設を超えるところ、

そのうち年間約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

品医療機器法上の許可・登録・届出施設に立ち入

りした数となります。） 

 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27年度で年間約１万６千件ございます。 

 なお、医薬品医療機器法上の行政処分が行われ

たのは、年間で２，３千件程度で推移しておりま

す。この内、行政処分のうち許可・登録取消や業

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27年度で12件という結果になってお

ります。 

 無許可医薬品等として発見されたものは、平成

27年度で601件ありました。 

うち、医薬品がもっとも多く339件あり、健康食

品が182件とその半分以上を占めています。 

 健康食品の違反内容別件数は、スライドの下の

表にありますが、薬効を標榜するものが大多数で、

全185件のうち175件を占めています。 

 上の表は回収件数の年度推移、下の表は平成28

年度のクラス分類別の件数です。 

 傾向としましては、ここ数年、毎年おおむね計

600件前後の回収が行われています。 

 平成28年度の１年間においては、医薬品が126

件、医薬部外品が14件、化粧品が87件、医療機器

が406件、再生医療等製品が０件の合計633件の回

収が行われました。 

 回収のクラス別分類としましては、平成28年度

は、医薬品について、クラスⅠ回収が28件、クラ

スⅡ回収が92件、クラスⅢ回収が６件でした。

医薬部外品は、クラスⅠ回収が０件、クラスⅡ

回収が12件、クラスⅢ回収が２件。化粧品は、ク

ラスⅠ回収が０件、クラスⅡ回収が68件、クラス

Ⅲ回収が19件でした。 

 ここからは、各論について、ご説明させていた

だきます。 
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まず、偽造医薬品対策になります。 

 監視指導・麻薬対策課では、薬事監視第一係が

対応しています。 

国内で近年問題とされてきた偽造医薬品は、イ

ンターネットサイト等を通じて個人が注文し、海

外から直接、個人が輸入したものであり、国内販

売店を介していない。注文を受けたインターネッ

トサイトは医薬品販売業許可を受けていない。製

品の外観が外国語表記である、など国内品とは明

らかに異なるといった特徴があります。 

 偽造医薬品に対する取組としては、平成23年か

らインターネット販売されている海外製品を買上

調査する事業を行うなど、偽造医薬品を見つけ出

す、流通させない、使わせない、取組を行ってい

ます。 

 平成26年度に実施したインターネット販売製品

の買上調査では、海外医薬品と称する製品を10製

品調査したところ、４製品から製品の標ぼうと異

なる医薬品成分が検出され、偽造医薬品であるこ

とが判明しました。 

「シアリス」や「レビトラ」と称する製品から

シルデナフィル等が検出されるなど確認されてお

ります。なお、真正品の「シアリス」は、タダラ

フィルを含有、真正品の「レビトラ」はバルデナ

フィルを含有しております。
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 次に、ハーボニー配合錠の偽造品が流通した事

案についてです。 

 皆様、ご存じの通り、平成29年１月、Ｃ型肝炎

治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品が流通し、

奈良県内の（株）関西メディコが運営する薬局か

ら調剤された事案が発覚しました。調査の結果、

関西メディコにおいて偽造品５ボトル、東京都内

の卸売販売業者において10ボトルが発見されまし

た。幸いなことに、偽造品が調剤された患者は異

状に気づいたため、偽造品を服用しておりません

でした。 

 また、調査の結果、見つかった偽造品はすべて、

東京都内の卸売販売業者から流通したことが判明

しました。 

 発見された偽造品は、国立医薬品食品衛生研究

所及び東京都健康安全センターにて分析を行い、

内容物はビタミン剤や漢方製剤、ハーボニー配合

錠、ソバルディ錠であることが判明しました。 
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ハーボニー配合錠偽造品流通事案の対応につい

てですが、厚生労働省は、奈良県、東京都等と連

携しながら、（１）～（６）の対応を実施しており

ます。 

（１）偽造品流通ルートの調査

 奈良県、東京都等が直ちに立入調査を開始し、

購入伝票等の証拠を収去。これらの証拠書類を元

に、偽造品の流通ルートをほぼ確定しました。 

（２）偽造品の迅速な確保・公表による拡散防止

奈良県の関西メディコで発見された偽造品５ボ

トルは、ギリアドが直ちに確保。その後、東京都

の流通ルートの調査において、卸売販売業者から

偽造品10ボトルを確保。これに併せ、偽造品の公

表と医療機関等への通知を行い、偽造品のさらな

る流通を阻止しました。 

（３）患者の健康安全の早急な確認

 関西メディコの全59店舗から昨年５月以降にハ

ーボニーを受け取り、服用した62人全員に対し、

奈良県等が直接患者等に連絡を取って偽造薬を服

用した患者はいないことを確認しました。 

（４）再発防止のための通知の発出

 ２月16日に、都道府県等を通じ、卸売販売業者

及び薬局に対して、医薬品の譲渡人の本人確認、

医薬品の容器包装の確認等を行うことを求める通

知を発出しました。 

（５）行政処分の実施

 偽造品を取り扱ったすべての卸売販売業者及び

薬局に対して、改善措置命令を実施。サン薬局平

群店、同平松店に対し、業務停止命令と管理薬剤

師の変更命令を実施。エール薬品と大興薬品に対

して業務停止命令を実施しております。 

（６）「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施

策のあり方に関する検討会」を設置し、再発防止

のための検討会の開催しております。 

続いて、自主回収について、ご説明いたします。 

 監視指導・麻薬対策課では、薬事監視第二係が

担当しています。 

 自主回収は、医薬品医療機器法第68条の９に基

づき実施されます。 

 この第１項の規定により、製造販売業者等は、

保健衛生上の危害が発生または拡大するおそれが

あることを知つたときは、これを防止するために

廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要

な措置を講じなければなりません。 
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 これは、国・都道府県の命令がなくとも、危害

の発生・拡大を抑えるために、一義的には、製造

販売業者等が自主的に回収等必要な措置を採る義

務があるということです。 

 また、同条第２項では、薬局、病院等の開設者

や医薬品等の販売業者等も、製造販売業者等が行

う必要な措置の実施に協力するよう努めなければ

ならない規定が設けられています。 

自主回収の報告についてです。 

 医薬品医療機器法第68条の11の規定により、製

造販売業者等は、回収に着手した旨及び回収の状

況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。 

 平成26年11月の法改正により、回収着手報告に

加えて、回収の状況の報告義務が新たに課される

こととなりました。 

 これは、回収漏れや回収遅延による保健衛生上

の被害等を防止するという観点から、行政が回収

の計画や状況を把握し、適切な指導を行うことが

できるようにするために規定されたものです。 

 報告の際に求めている具体的な内容は、医薬品

医療機器法規則228条の22で規定しております。 

 平成26年11月の法改正により新たに追加された

項目は、スライド赤字で示しますが、（１）回収の

着手報告時の「⑧回収終了予定日」、「（２）回収の

状況報告」、「（３）回収の終了報告」です。 

 （２）回収の状況報告が必要なケースとしては、

着手報告した事項に変更があった場合や、着手報

告時点では想定していなかった健康被害発生のお

それを知ったとき等になります。 

 また、（３）回収の終了報告については、回収終

了後速やかに、大臣（政令で知事に委任）に報告

しなければならないこととなっております。 

 回収関係の言葉の定義についてお示ししていま

す。 

 個別の説明は省略させていただきますが、法改

正に合わせて発出した平成26年11月21日付け通知

において、「ウ．患者モニタリング」を新たに定義

づけいたしました。 

 「患者モニタリング」とは、植え込み式の医療

機器又は再生医療等製品を、患者から摘出するこ

となく、当該患者の経過を観察することとしてい

ます。 

 緊急回収通報（Rapid Alert）について、ご説明

いたします。 

 平成26年７月１日より日本が PIC/Sに加盟した

ことに伴い、緊急回収通報の基準や手続きは緊急

回収通報の手順書に準拠した形で運用しておりま

す。平成29年７月１日付けで PIC/S の緊急回収通

報の手順書が改訂されたことに伴い、国内での運

用について一部改正しております。具体的には

PIC/S の加盟申請国が追加されたことに加えて欧

州経済地域並びに協力国際機関を追加する形での

運用の整備を行っております。 

対象品目については従来通り日本で GMP 対象と
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されている医薬品になります。 

クラスⅠ回収の場合は、回収対象製品を輸出し

ているかどうかにかかわらず、緊急回収通報の発

信が必要になります。 

クラスⅡ回収の場合は、回収対象製品を輸出し

ている場合に発信が必要になります。また、回収

対象ロットや輸出先が特定できていなくとも、輸

出している可能性のある場合は、日本での回収を

決定した時点で発信が必要です。 

クラスⅢ回収の場合は、原則として不要です。

 Raid Alertシステムは、PIC/S加盟国等の担当

者がメーリングリスト化されており、不良医薬品

等に関する情報共有等、我々当局間のコミュニケ

ーションツールとして活用されています。 

次に後発医薬品対策です。 

 後発医薬品の使用促進は、医政局経済課の後発

医薬品使用促進専門官が担当し、その審査につい

ては、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課が担当

しています。 

監視指導・麻薬対策課は、後発医薬品の品質確

保の観点から、薬事監視第二係が担当しています。 

 後発医薬品に関する最近の動向をご紹介しま

す。 

 平成29年６月９日に閣議決定されました「経済

財政運営と改革の基本方針2017」の資料から抜粋

したものになりますが、後発医薬品の数量シェア

において、2020年（平成32年）９月までに、後発

医薬品の使用割合を80％とする目標が新たに定め

られています。 

 学術的評価と監視指導を一元的に実施する推進

策について、もう少し具体的にお話ししますと、

これまでに医薬品審査管理課と監視指導・麻薬対

策課で別々に実施してきた品質確認検査につい

て、「ジェネリック医薬品品質情報検討会」を司令

塔として、体系的に方針を決定し、結果について

も情報発信することとしました。 

 また、後発医薬品品質確保事業については、平

成27年度まで400品目程度を対象としてきたとこ

ろですが、平成28年度からは900品目以上を対象と

し、検査体制の強化を進めております。 

 また、後発医薬品品質確保事業において、平成

27年度まで検体は業者から無償での提供をいただ
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いていたところですが、医薬品によっては高価な

ものがあり、無償提供では業者負担が大きいとい

う話がありました。 

 平成28年度より対象品目が倍増したこともあ

り、業者への負担軽減と円滑な事業の実施を目標

に高額検体については買い上げを行う方針としま

した。 

次に、広告規制です。 

 監視指導・麻薬対策課においては、広告専門官

が対応しています。 

 広告については、医薬品医療機器法では、ここ

に示す、第66条から68条の３つの条文で、規制さ

れています。 

 具体的には、法66条において、虚偽・誇大広告

等が禁止されており、医薬品等の名称、製造方法、

効能・効果、性能（医療機器）に関する虚偽・誇

大な記事の広告・記述・流布の禁止、医師等が保

証したと誤解を与えるおそれのある記事の広告・

記述・流布の禁止などとされています。 

 法67条においては、特定疾病用医薬品の広告が

制限されており、がん、肉腫、白血病の医薬品の

医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を制限

しています。 

 最後に、68条において、承認前医薬品等の広告

を禁止しています。 

 広告の取締りにあたっては、先ほどの医薬品医

療機器法を基本に置いて、昭和55年の薬務局長通

知、「医薬品等適性広告基準」により詳細を規定し

ています。 

 平成14年に改正されていますが、医薬品等の広

告が、虚偽・誇大にわたらないようにし、その適

正化を図ることを目的としています。 

 医薬品の広告ですから、医薬品の適正使用にも

つながりますので、正確な情報伝達に努めて頂く

必要があります。 

 主な基準として、虚偽・誇大、乱用を助長する

ような広告を禁止する他、医療用医薬品等の一般

人向け広告を禁止すること等を規定しています。 

 そもそも医薬品医療機器法上の「広告」とは何

かを規定したのが、この課長通知です。 

 まず顧客を誘引する意図が明確であること、特

定医薬品等の商品名が明らかにされていること、
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一般人が認知できる状態であること。 

 この三つをすべて満たした場合に、薬事法でい

う広告に当たると規定しました。 

 個別具体広告が医薬品医療機器法令上の広告に

該当するのか否かは、ひとつひとつこの三要件に

当てはめて確認しています。 

 「広告監視」については、監視指導・麻薬対策

課、都道府県薬務課等において、監視業務として

実施しています。 

 先ほどご紹介した法令等に基づき、新聞、折り

込みチラシ、雑誌、パンフレット、インターネッ

ト、あらゆるものを監視対象として、違反広告に

対しては指導・取締りを行っています。 

平成28年度より「医療用医薬品の広告活動監視

モニター事業」を実施しており、その報告書を６

月末に公表しています。 

事業の概要は資料にお示ししたとおりです。 

 平成28年度中の３か月間の調査対象期間に、39

の医薬品等について適切性に関する疑義報告があ

り、違反が疑われる項目は延べ64件となっており、

このうち、23の事例を対象に指導を行いました。 

 個別具体的な事例をいくつか照会しております

ので、随時ご確認ください。 

厚生労働省としては、今後も不適切なプロモー

ションの事例を収集し、公表していくことにより、

適切な情報提供環境の実現に取り組んでいくこと

としています。 

 平成28年６月２日に「規制改革実施計画」が閣

議決定され、ここで「一般用医薬品及び指定医薬

部外品の広告基準等の見直し」が規定されていま

す。 
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それにともない、現在、厚生労働省においては、

「適正広告基準の見直し」及び「運用解釈通知の

作成」を行うこととしており、内容検討のための

研究班を設置し検討を行った結果を昨年度末に厚

生科学審議会に報告しています。 

 また、本年６月には規制改革推進会議 WGに対し

ても報告を行い、民間議員の了解をえたところで

す。 

 主な改正事項としましては、適正広告基準部分

についてはスライド38に、運用解釈通知部分につ

いてはスライド39にお示ししておりますので、適

宜ご確認ください。 

 これらの内容を反映した改正通知を９月末に発

出しております。 

次に、輸入監視業務について、ご紹介します。 

 監視指導・麻薬対策課においては、輸入監視係

が担当しています。 

 輸入監視は、無承認医薬品などが海外から国内

に流入することによる、国民への保健衛生上の危

害の発生防止を目的に行われております。 

 医薬品や医療機器等を業（ぎょう）として輸入

する場合には、輸入通関時に、国内で医薬品等を

製造し流通させるために必要となる許可や承認、

届出等の証明、つまり、業許可証の写しや品目毎
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の製造販売承認書、届書、又はそれらの申請（届

出）書類の写しを直接、税関に提示することで通

関していただいております。 

 また、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。地方厚生局において確認し

た薬監証明を税関で提示することにより、通関が

認められることになります。 

 こちらのスライドは、輸入手続きを並べ、視覚

的に表したものです。輸入通関の際に、それら業

許可や品目の承認などの取得について税関に直接

証明資料を提示いただき輸入通関を行って頂くこ

とになっています。この証明書類については、ス

ライド記載の通り、業許可証又は業登録証、及び

製造販売承認書や認証書、届書の写しとなります。 

 次のスライドですが、今般の医薬品や医療機器

の個人輸入による様々な事件や報道等に鑑み、本

年３月31日付けで①から③の内容に関する通知を

発出し、個人輸入制度の監視強化を実施いたしま

した。 

 また、④のスマートドラッグに関する個人輸入

における取扱いについても見直しを検討している

ところです。 

 こちらのスライドですが、未承認医療機器の展

示会への出展につきまして、平成元年に発出され

た局長通知に基づき、「制度の概要」に記載の３類

型について認める取扱いとしていたところ、今般、

WGの報告を踏まえ、６月９日付通知により、主と

して海外の事業者が自社製品を日本国内で製造販

売する事業者を獲得する（いわゆるビジネスマッ

チング）ため、事業者を対象とした未承認医療機

器の展示について、医療機器関係団体が主催する

場合、認める取扱としたところです。 

次に、GMPについて、ご紹介します。 

 監視指導・麻薬対策課においては、国際調整係

が対応しています。 
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 最近の動きとして、PIC/S 加盟に伴う現状等を

踏まえた、GMP についてご説明させて頂きます。 

 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

ムの国際的な開発・実施・保守目標とした査察当

局間の枠組です。 

 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、日本及び韓国を含めた49当局

が加盟しており、メキシコ、ブラジル、インド、

トルコの４カ国が申請中、３カ国が申請準備中と

なっています。 

 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。 

 続いて、日本が締結している MRA（相互承認協

定）について説明させていただきます。 

MRA とは、規制当局のリソース配分の合理化、

業者の輸出入コストの削減等を目的として、締結

された国際協定であり、通信機器、電気製品、化

学品 GLP、医薬品 GMP の４分野を対象に、EU との

間で締結されているものです。 

 この日欧 MRA の枠組みの中で、医薬品 GMPにつ

いては、原薬及び無菌製剤をのぞく化学的医薬品

を対象として運用しています。 

 平成28年４月には、日欧 MRA締結後に EU に加盟

した13カ国について、相互承認対象国とするため

の附属書改訂が行われ、医薬品 GMP に係る相互承

認対象国が15カ国から28カ国に拡大しました。 

 原薬メーカーにおける薬機法違反事例について

も報道等でご存知の方も多いかと思います。国内

の原薬メーカーに対して当該メーカーを所管する

和歌山県等が無通告の立入検査を行ったところ、

こちらに示すような違反事項が確認されました。

複数の原薬の製造において、原薬等登録原簿と異

なる方法に検証なしに変更、薬事手続きを怠って

いたこと、過去の県による立入検査や製販業者の

監査にといて虚偽の報告を行っていたことなど、

悪質性の高いものでした。これを受け、当該都道

府県は本メーカーに対し22日間の業務停止命令及

び業務改善命令を実施しました。 

 本事例を受け当課では、無通告立入検査通知の

一部改正を行い、平成29年６月29日付けで通知を

発出致しました。 
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 これまで、特定生物由来医薬品等以外の医薬品

に関しては、必要に応じ無通告での立入検査を行

うよう通知していました。本改正では、原薬製造

業者など、総合的なリスクの高い製造所から優先

して無通告での立入検査を求める旨に変更しまし

た。 

 製販業者には、製造業者等の製造・品質管理状

況の確認において、①実地又は書面どちらの手法

によるかを適切に判断すること、②適切な頻度で

定期的な確認を行うこと、③製品の品質に重大な

影響を及ぼす可能性のある製造方法、試験検査方

法等の変更、これら３点に係る事前連絡が遅滞な

く報告されていることを、今一度徹底して確認し

て頂くようお願いします。 

 製造業者は特に、本通知の改正によりいつでも

無通告査察の可能性があることをご承知おき下さ

い。またそれに応じて普段から適切に業務を行う

ことをより一層心がけて頂きたいと思います。ま

た、製販業者は製造所からの連絡に基づき評価、

指示すること及び承認申請書の内容を恒常的に維

持する責務があります。 

平成28年１月以降、無通告査察は継続的に実施

しております。その結果、中程度～軽度を中心と

した不備ではございますが、通常の GMP調査では

発見しにくい事例が散見されていることから、無

通告査察の有効性が示唆されます。発見した事例

としては、担当者が実際の作業時に個人用メモを

見て作業していた、用途不明のサンプルが棚に保

管されていた、記録を査察の対応のために清書し

て書き換えていたというものがございます。こう

した行為は、製造手順逸脱のリスク、品質上のリ

スク、記録改ざんのリスクをはらんでおり、後に

大きな問題に発展する可能性があるだけでなく、

製造管理、品質管理のシステムを脆弱化させてし

まいます。すなわち、日頃の GMP体制の構築と維

持がこれまで以上に重要になってきます。 

最後に、再製造 SUD について、ご紹介します。 

 本年７月31日から再製造 SUDの制度がスタート

しました。 

 この制度は、既にアメリカ、ドイツなどの諸外

国で運用されており、使用済みの単回使用医療機

器を医療機器製造販売業者の責任のもとで、適切

に医療機関から引き取り、分解、洗浄、部品交換、
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再組立て、滅菌等の処理を行い、再び使用できる

ようにするための新たな仕組みです。 

 QMS 省令の関係では、再製造 SUD の品質、有効

性及び安全性を確保するため、省令の一部を改正

し、再製造 SUD に特化した追加要求事項を規定し

ました。 

 また、再製造 SUDは、使用済みの SUDに付着し

た人の血液や組織を確実に除去する必要があり、

通常の医療機器よりも製造管理や品質管理に注意

が必要なので、製造販売業者及び製造業者には毎

年、PMDAが定期確認を実施し、製造工程を確認す

ることとしています。 

 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、「PMDA の新たな取り組みについて」

と題して、事前に日薬連のほうからご要望をいた

だいた「次世代審査への対応」についてご説明さ

せていただきます。 

 このスライドでは、昨年10月１日より開始して

おります申請電子データの受入れについて、申請

電子データによる先進的な解析・予測評価方法を

用いた審査・相談体制の構想の概要をご説明しま

す。 

 近年の医薬品開発においては、Modeling & 

Simulation の利用等、開発の意思決定において、

データに基づく定量的な情報の積極的な利用が進

められております。このような状況の中、健康・

医療戦略において「PMDA自らが臨床データ等を活

用した解析や研究を進める」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

データ利用に取り組んでおります。 

 承認審査の際に PMDA自らが申請電子データ、つ

まり提出された臨床試験の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

たデータを用いて、複数の製品に共通する情報に

ついて解析することで、開発の効率化を図り、日

本発の革新的な医薬品・医療機器の創出につなげ

ることが期待されると考えております。 

 本スライドでは医薬品承認申請時に添付される

申請電子データを電子的に集積し解析等を行い、

その情報を活用するための具体的検討（次世代審

査・相談体制検討）について説明します。今まで

は、個々の品目の承認審査において、提出された

試験報告書に基づき審査し、追加解析については

申請者に照会しておりました。 

 今後は、標準に従った電子データの提出により

機構自らが個別症例の推移の確認や、部分集団解

析等を含めた解析をすることで、より精緻な議論

や意思決定が可能になります。また、将来的には、

データが電子的に集積されることで、Modeling & 

Simulation 等の品目横断的な検討も可能となり、

新規ガイドラインの作成等が促進され、医薬品開

5. PMDAの新たな取組みについて

医薬品医療機器総合機構 
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発の成功率向上にもつながると期待されるところ

です。 

 平成28年度から申請電子データの受け入れを開

始し、平成32年４月からは申請電子データ提出の

対象となるすべての品目で申請電子データの提出

が必要になります。 

 本スライドは、これまでに発出・情報発信され

た申請電子データに関する通知や技術情報等をま

とめたものとなります。以降のスライドで通知及

び技術情報に関する内容を解説しますので、申請

電子データを作成・検討される際は、これらにつ

いてまずはご確認いただけますよう、お願い申し

上げます。 

 平成26年６月20日薬食審査発0620第６号「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」と題する基本的通知は、将来的に新薬承

認申請時に電子データの提出を求めるという、申

請電子データに関する最初の通知となります。質

疑応答集（Q&A）も事務連絡として同日に発出され

ております。 

平成27年４月27日薬食審査発0427第１号「承認

申請時の電子データ提出に関する実務的事項につ

いて」と題する実務的通知には、基本的通知に記

載されなかった、データの提出範囲やその形式、

提出方法等に関する詳細が記載されており、質疑

応答集（Q&A）も事務連絡として同日に発出されて

おります。 

 なお、基本的通知及び実務的通知のいずれも、

海外で提出データが準備される場合も想定し、英

語版も用意しております。 

 技術的ガイドは、より技術的な詳細について記

載したもので、一定期間ごとにそれまでに得られ

たデータ受領等の経験や状況に応じて改正を検討

しております。平成27年４月に初版を発出し、直

近では平成29年９月に改正を予定しております。 

 FAQについては、PMDAのホームページで、申請

電子データに関して、通知や技術的ガイドに対す

る質問や、申請電子データ提出確認相談の内容等

に基づいた補足的な説明を提供している質疑応答

集となります。こちらについても、データ受領等

の経験を踏まえて、一定期間ごとに新規 FAQの追

加や技術的ガイドへの反映を検討しております。

平成27年11月に FAQの提供を開始し、直近では平

成29年９月に追加及び修正を予定しております。 

 なお、技術的ガイド及び FAQについても、海外

で提出データが準備される場合も想定し、英語版

も用意しております。 
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そのほか、PMDAのホームページでは、このスラ

イドで示すような申請電子データ提出に関する技

術情報も掲載しております。 

 データ標準カタログは、申請電子データ提出に

際して、データを作成する際に使用すべき規格と、

それぞれの規格について使用できるバージョンを

示したものとなり、直近では平成29年３月３日に

更新しております。 

 バリデーションルール一覧は、CDISC に準拠し

た申請電子データ受領にあたり、PMDAがバリデー

ションに用いるルールの一覧を記載したものとな

り、実際にデータが提出された際はこのルールに

基づきバリデーションを実施します。 

 申請電子データシステムの操作マニュアルは、

申請電子データ提出にあたり申請電子データシス

テムの操作方法を記載したマニュアルとなってお

ります。システムを利用するにあたり、動作環境

や操作方法などの必要な内容を記載しております

ので、システム利用時にご参照ください。 

 次に申請電子データの提出対象となる品目につ

いてご説明します。 

基本的には新医薬品の承認申請が対象となり、

スライドに記載しておりますとおり、平成26年11

月21日付け通知「医薬品の承認申請について」の

別表２－（１）に掲げる（１）から（７）と、（９）

及び（９の２）に該当する品目が対象となります。 

（８）の剤型追加に係る医薬品や一般用医薬品

は対象ではありませんので、ご留意下さい。 

 こちらのスライドは、申請電子データの提出対

象となる試験と、それぞれのデータセットの形式

をまとめたものです。 

 基本的通知の２．（２）に示されている申請電子

データの提出対象を、「内容」列に示しております。

これらに該当する試験・解析については、今後、

原則として申請電子データの提出を求めることと

なります。 

 また、申請電子データについては、CDISC 標準

という国際的なデータ標準に準拠したデータの提

出を求めています。但し、日本人と外国人の双方

に対して実施された第Ⅰ相試験や臨床薬理領域の

一部の試験・解析においては、他の形式でも受け

入れ可能な場合がございます。この対応関係をス

ライドの右側に記載しておりますので、適宜ご確

認ください。 
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 申請電子データの受入れは、平成28年10月１日

より開始しておりますが、平成32年３月31日まで

の間は経過措置期間とし、申請電子データの提出

が必要とされる臨床試験・解析のうち、一部の試

験の電子データのみを提出する、又は試験の電子

データを全く提出しないことが許容されます。経

過措置期間が終了した平成32年度からは、提出対

象となる全ての品目について、必要な全ての試験

の電子データをご提出いただくこととなりますの

でご留意ください。 

 前のスライドで申請電子データの提出対象とな

る試験・解析についてご説明しましたが、申請電

子データの提出範囲については治験相談をご利用

ください。一方、申請電子データの作成方法や提

出内容等については、申請電子データ提出確認相

談をご利用ください。 

 また、審査予定事前面談においては、申請電子

データの提出範囲や承認申請予定時期等について

確認を行ないますので、提出予定の申請電子デー

タの内容を「申請電子データ提出確認相談資料様

式」を用いてまとめ、提出してください。 

 

 

 

 このスライドは、試験データ利用までの大まか

な流れをお示ししています。 

 申請電子データの提出対象となる試験・解析の

範囲については、通常の治験相談において議論・

合意し、それと並行して、適宜具体的なデータの

格納方法等に関して申請電子データ提出確認相談

を行います。その後、審査予定事前面談において、

提出予定の試験データの内容を最終確認します。

承認申請にあたり、試験データが提出されると、

受領可否及び充足性の判断というプロセスを実施

しますが、ここではデータの提出範囲や格納方法

が事前に合意したものであったかを確認し、問題

がなければデータを受領して、実際の審査におい

てデータを利用することとなります。 

 

 

 

 前のスライドの繰り返しも含まれますが、各種

相談の範囲について再度留意頂きたい点を説明し

ます。提出する予定の申請電子データ提出範囲の

相談は臨床データパッケージに関する通常の治験

相談で行い、申請電子データ提出確認相談では、

各種データの格納方法やバリデーション結果等の

試験データの具体的な提出内容の相談やバリデー

ションルール違反に関する事前説明についての確

認を行います。 

 審査予定事前面談においては、提出予定の試験

データの内容を「申請電子データ提出確認相談資

料様式」にまとめて提出し、治験相談や提出確認

相談で合意した内容が反映されているかを最終的

に確認するのみで、申請電子データに関する具体

的な議論は行いません。 

 したがって、原則として、審査予定事前面談は、

申請電子データ提出確認相談にて必要な議論を終

えた後に実施します。 

 

 

 

 このスライドでは、PMDAが実施するバリデーシ

ョンについて説明します。PMDA では、CDISC標準
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という国際的なデータ標準に準拠した申請電子デ

ータの提出を求めています。CDISC 標準への適合

性を確認するため、データの格納方法に関するバ

リデーションルールを設定しており、重大性から

３つのカテゴリーに分けています。Reject（リジ

ェクト）は違反している場合は修正されるまで審

査が開始されないもの、Error（エラー）は違反し

ている場合に、事前に説明がない場合には修正さ

れるまで審査が開始されないもの、Warning（ワー

ニング）は違反した場合でも必ずしもその説明を

求めないものとなります。 

 Reject については違反している場合はデータ

を必ず修正する必要があり、Error については、

データを修正しない場合、申請電子データ提出確

認相談において、ルール違反が生じた理由や修正

が不可能な場合の理由を説明する必要がありま

す。 

 こちらのスライドは、申請電子データ提出確認

相談の実施状況について、説明させて頂きます。

平成27年５月15日に相談受付を開始以降、平成29

年７月31日までの間に、99件の申込みがなされて

おります。既に複数回の相談が実施されている品

目もあります。 

 次に、申請電子データ提出確認相談及び審査予

定事前面談を経て、実際に試験データを提出する

際の流れについて、簡単にご説明します。 

 申請電子データに加え、従来窓口に提出してい

た FD 申請データ、eCTD、申請電子データ等の申請

に必要な各種資料は、申請電子データの受入れ開

始に伴い新たに開発した申請電子データシステム

により、インターネットを利用して電子ファイル

での提出が可能になります。 

申請電子データシステムを利用して電子ファイ

ルを提出する場合は、申請予定日の５週間前から

１週間前の間に申請予告及び提出予告を行いま

す。 

 提出予告では、前のスライドでご説明した相談

時に合意された提出物及び提出予定日を登録して

ください。 

申請電子データシステムを利用して電子ファイ

ルが提出されると、システムによりウイルスチェ

ック及びバリデーションがなされます。ウイルス

チェックに問題がなければ、承認申請が受付可能

となるので、従来通り窓口に承認申請書の正・副

本等の必要書類をご提出ください。また、申請電

子データについては、受領可否判断及び充足性の

確認というプロセスも行われます。受領可否判断

のプロセスでは、PMDA が定めたバリデーションル

ールに適合しているか、また、バリデーションル

ール違反が認められた場合、Reject や事前に説明

のない Errorに該当する違反はないかを、システ

ム及び目視により確認します。その結果、Reject

や事前に説明のない Errorが認められなければ、

データを受領しますが、認められた場合には、PMDA

から申請者にデータの修正を指示します。この際、

申請者からデータが再提出されるまで審査は開始

されず、当該期間は総審査期間から除外されます

のでご留意ください。受領可否判断によりデータ
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受領可と判断した後には、データ充足性判断のプ

ロセスに入り、事前に合意された提出範囲のデー

タが提出されているかを確認し、不足があれば申

請者に不足分のデータの提出を求めます。バリデ

ーション終了後からデータ受領可否判断及びデー

タ充足性確認までを、承認申請受付後２週間以内

に行ないます。 

 最後に、昨年28年10月１日より開始しておりま

す申請電子データの提出状況について、説明させ

て頂きます。平成29年７月31日までの間に、15社

の20品目の申請に関して、電子データが提出され

ております。 

 また、そのほか、電子データは提出されていま

せんが、ゲートウェイシステムを用いて申請され

た品目も25品目ございます。 

 以上、「PMDA の新たな取り組みについて」を説

明させていただきました。 

 新薬開発に関わられている製薬企業におかれま

しては、経過措置期間からも積極的に申請電子デ

ータの提出をご検討頂けますと幸いです。 

以上です。ありがとうございました。 



―  ― 63 

 ここでは、新医薬品の承認審査に係る最近の話

題、承認申請に関する注意事項等について説明い

たします。 

 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、厚生労働大臣の最

終判断後に承認されることになります。 

 審査部門、安全部門、救済部門における業務実

施体制はご覧のとおりです。 

 これら三部門のほか、管理部門として、総務部

や財務管理部、企画調整部などがあります。 

 これは、新薬審査の各部と担当分野との関係の

表です。 

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。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。 

 CTD は添付資料の構成、つまり資料の様式や順

序に関する指針を示したものであり、個々の承認

申請において要求される試験の範囲や判断基準に

言及するものではありません。申請に当たって必

要な非臨床試験、臨床試験については、個々の医

薬品の特性や適応などに応じて検討してくださ

い。 

 なお、CTD 様式の申請資料において、紙 CTD 正

本の場合に必要となる副本に、承認申請書の写し

が添付されていなかったり、必要な書類が本来収

められるべき場所に入っていなかったり、QCチェ

ックが不完全のままであったケースがありました

ので、申請前に十分な確認をお願いします。 

 CTD の品質の項の記載に関する留意点は後ほど

の資料をご確認ください。 

 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、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。 

 また「承認申請書に記載しなかったパラメータ

一覧」が申請時に添付されていないことがありま

す。承認申請書で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。 

 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、特に2.7.6個々の試験のまとめについて

は、簡単な表のみで提出される場合が目立ちます

が、従来の資料概要のト項のようにまとめていた

だくようお願いします。 

 安全性についても、集計対象症例の試験条件の

違いに特に注意してください。旧 GCPと新 GCP の
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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とし

て、米国又は欧州における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、最近の事例で

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、平成15年11月５日付けの事務連絡にも

記載されているとおり、耳の部分に項目名も記載

してください。 

 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、RMP」を策定するた

めの指針を示しています。この指針は、平成25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「RMP」を作成・

改訂いただき、CTD の第１部に案を添付していた

だきますようにお願いします。RMP の作成にあた

り、参考となる URLもここにお示しています。 

 なお、CTD 関連通知については、PMDAのホーム

ページに 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。 

 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。 

 eCTD で提出された申請データは各審査員が端

末から直接閲覧できることから、審査の迅速化や

効率化が図られることが期待されます。 

 グラフは、平成16年度から平成28年度における、

eCTD申請数の年度推移を示したものです。 

 薄いブルーが、従来の紙媒体を正本とし、eCTD

を参考提出する形式、濃いブルーが eCTDを正本と

する形式です。ご覧のとおり、昨今は eCTD を正本

とする申請が増えております。 

 なお、平成32年度以降は、申請電子データの提

出を求めることに伴い、申請電子データの対象と

なる新医薬品において添付資料の提出方法は

eCTDによることが原則となります。今後も紙資料

の一層の削減や審査の効率化の観点から、さらに

電子化を進めて行きたいと考えておりますので、

引き続きご協力をお願いいたします。 
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 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（MF）を利用する場合の留意点

です。MFを利用する場合には、承認申請前及び承

認後も MF 登録者とあらかじめ十分に連絡をとる

体制を整備し、MF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最

新情報を正確かつ定期的に把握されるようにお願

いいたします。また、最近の傾向として国内管理

人の変更が見受けられるため、変更前後で関係者

間の情報共有に遅滞が生じないようご注意くださ

い。Ｍを利用した場合であっても、Ｍ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。また、制限パート部分まで開示を求めてしま

い、外国製造業者とトラブルになるケースも散見

されるため、その点はご留意ください。 

なお、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ます。そのため、MFを利用予

定の製造販売業者は、MF登録者に CTD第２部に相

当する資料の準備を承認申請前に依頼し、審査時

には速やかに MF 登録者が PMDAに提出できるよう

にお願いいたします。また部会審議品目の場合は、

MF 登録者が部会時の資料を作成する必要がある

ことにご留意ください。 

 次に、化学薬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日付けの通

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

書に記載が必要な最小限の反応工程数だけが一人

歩きし、指針が目指している製造工程における品

質の恒常性の担保の観点が考慮されない記載も散

見されます。審査においては、原薬の製造方法の

記載について、反応工程数の充足性のみでその適

切性が判断されるわけではなく、出発物質の適切

性も含めて評価されることにご留意いただいた上

で、申請書に記載していただくようお願いいたし

ます。 

 なお出発物質の考え方については ICH Q11ガイ

ドライン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

ことにご留意ください。 

 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

準備しておくことをお願いいたします。 
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 本スライドでは、コンビネーション製品に関す

る通知を紹介いたします。 

 本通知でコンビネーション製品が定義され、製

造販売承認申請、製造業許可又は認定等に関する

考え方がまとめられました。 

 本通知に基づき、医薬品たるコンビネーション

製品の承認申請書に記載をお願いする内容にも変

更が生じていますので、必要に応じて担当審査部

に相談をお願いいたします。また、既承認の製品

の承認申請書を変更する場合には、事前に担当審

査部に相談をお願いいたします。 

 本通知では、医薬品たるコンビネーション製品

について、承認申請書の備考欄に「コンビネーシ

ョン製品」である旨の記載を求めています。併せ

て、備考１欄にはコンビネーション製品該当の有

無の項目がありますので、適切に選択していただ

くようお願いいたします。 

 

 

 

 昨年、コンビネーション製品に関する通知が改

正され、併せて質疑応答集が発出されております

ので、留意点をご説明いたします。主な変更点と

して、コンビネーション製品の範囲が変更された

ことが挙げられます。例えば、薬物と医療機器が

一体不可分で、一般的名称が「容器」と規定され

ている一般医療機器と組み合わされる医薬品等

は、コンビネーション製品に該当しません。ただ

し、従前の通り、プレフィルドシリンジ製剤は針

の有無にかかわらずコンビネーション製品に該当

します。ご不明点等ございましたら、厚生労働省

医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課、医療機器

審査管理課又は再生医療等製品審査管理室までお

問い合わせください。 

 

 

 

 また、コンビネーション製品の製造所の業許可

又は認定区分に関しまして、ご留意いただきたい

ことがございます。 

 プレフィルドシリンジ製剤、オートインジェク

ターを装着したシリンジ製剤、カートリッジ組込

み型の製剤等の注射剤では、薬液充填、密封後の

最終的な組立工程も含め、組立てに関わる工程を

行う製造所については、無菌区分又は一般区分の

製造業許可又は外国製造業者認定が必要となりま

す。包装・表示・保管区分では組立てに関わる工

程を行うことはできませんので、承認申請前には

各製造所が必要な許可又は認定を有しているか、

ご確認いただき、必要に応じて適切な区分の許可

又は認定を取得していただいた上で承認申請いた

だきますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 これから２枚のスライドで、医薬品たるコンビ

ネーション製品を構成する機械器具等の管理につ

いて、ご説明いたします。 

 コンビネーション製品の副たる構成要素が承認

又は認証を受けていない機械器具等である場合に

は、当該機械器具等の適合基準と同等の管理を基

本としてください。例えば、承認又は認証を受け
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ていない針付きプレフィル用シリンジがコンビネ

ーション製品の副たる構成要素である場合には、

平成17年の厚生労働省告示第112号 別表の685の

適合基準と同等の管理を行う必要があります。申

請時には、管理規格等を示した上で、資料中で具

体的に説明を行ってください。 

 また、機械器具等の情報を承認申請書に記載す

る際の一例をご説明いたします。 

まず、承認申請書 成分及び分量又は本質のテ

キスト欄に、シリンジの使用目的、効能又は効果

に相当する内容として、「本剤は○○を針付きシリ

ンジ（別紙△）に充填したコンビネーション製品

である」等と記載してください。別紙△には、「形

状、構造及び原理」、「原材料」、「性能及び安全性

に関する規格」及び「使用方法」を、滅菌品を用

いる場合は滅菌方法、滅菌バリデーションに関す

る情報を記載する必要があります。具体的には、

準拠する滅菌バリデーション基準（JIS、ISO）や

無菌性保証水準（SAL10^６）等の記載をお願いい

たします。また、エチレンオキサイド滅菌をして

いる場合はエチレンオキサイドガスやエチレンク

ロロヒドリンの残留量、γ線滅菌の場合は最大照

射線量等も記載してください。なお、承認書に記

載すべき事項については、こちらの事務連絡Ａ６

をご参照ください。 

 本スライドでは、潜在的発がんリスクを低減す

るための医薬品 DNA 反応性（変異原性）不純物の

評価及び管理ガイドラインを紹介いたします。 

 本ガイドラインは、新原薬及び新製剤の臨床開

発段階及び承認申請時の他、承認後に原薬の合成

法や、製剤の処方、製造工程の変更により、新規

の分解生成物が生じる場合、適応症や投与方法の

変更により、許容される発がんリスクレベルに著

しく影響を及ぼす場合、等が適用の対象となりま

す。 

前のスライドで説明したように、本ガイドライ

ンは申請時だけでなく、臨床開発段階でも適用さ

れることから、治験届時の提出資料に関して補足

します。 

 臨床開発段階における変異原性不純物の評価及

び管理に関する情報は、治験計画届書の参考資料

として添付する「DNA 反応性（変異原性）不純物

の評価及び管理に関する資料」に記載し、リスク

を軽減する取組みや管理計画等を説明してくださ

い。 

 届け出る治験の計画が経過措置に該当すると考

える場合や、新製剤の原薬については本ガイドラ
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インを適用しない場合等は、その理由を、先に述

べた治験計画届書に添付する参考資料、又は治験

計画届書の備考欄に簡潔に記載してください。 

本スライドでは、医薬品の元素不純物ガイドラ

インを紹介いたします。

本ガイドラインの対象は平成29年４月１日以降

に承認申請される新医薬品となりますので、ご留

意ください。なお、本ガイドラインに基づき製剤

中の対象元素不純物に関する十分なリスクアセス

メントが行われ、適切な管理方途が設定されてい

る場合には、重金属試験その他本ガイドラインに

基づく管理と目的が重複する規格及び試験方法の

設定は必須ではありません。また、新製剤の承認

申請においては、原薬の承認時期にかかわらず、

リスクアセスメントが適切に実施され、製剤中の

対象元素不純物が適切に管理されている場合に

は、原薬等に対して本ガイドラインに基づく新た

な規格及び試験方法の設定を求めるものでもない

ことにご留意ください。 

 一方、今後、既存製剤への適用についても検討

を行うこととしているので、製造販売業者等にお

きましては、ガイドラインの遵守につきなお一層

の計画的な取組みをお願いいたします。 

 品質関連の事務局審査における資料不備の事例

を紹介します。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、よろしくお願いします。 

 臨床試験に使用した製剤と市販予定製剤の生物

学的同等性の検討に関する留意点について説明い
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たします。本邦で市販される製剤は、有効性及び

安全性が検証された製剤と生物学的に同等である

必要があることから、検証的試験に使用した製剤

と市販予定製剤の間では原則「BEガイドライン」

と同水準で生物学的同等性を担保する必要があり

ます。また、市販予定製剤及び検証的試験に使用

した製剤では、BEガイドラインと同水準で含量が

異なる製剤間（例えば、５mg 錠と10mg錠）の生物

学的同等性を担保する必要があります。 

この点については、第13回医薬品品質フォーラ

ムにおいて説明していますが、最近になっても、

適切な方法で生物学的同等性を確認しないまま製

造販売承認申請が行われるケースがあります。徐

放性製剤では、「その大きさ、形状、比重、放出機

構が著しく異ならないものとする。」という規定が

あること、生物学的同等性試験を「絶食及び食後」

で実施する必要があること等、国内外で規制要件

が異なる場合がありますので、注意してください。 

 製造販売承認申請に追加試験が必要となる場合

もあることから、検討内容や試験成績に懸念があ

る場合には、検証的試験の開始前、製造販売承認

申請前の早い段階で担当審査部に相談を申込むよ

うにしてください。 

 なお、本通知及び本 Q&Aを含む事務連絡に書か

れている「原則として認められない」は、一切認

めないというものではありません。実情に応じて

柔軟に対応できる場合もありますので、詳しくは

医薬品審査管理課又は審査担当者へご相談くださ

い。 

 原薬及び製剤の処方、規格等の一変承認後には

変更後の製品しか出荷できなくなるため、一変承

認時期と変更時期、出荷時期についてはこれまで

慎重に調整を行っていただいていたところです。

このような状況を鑑み、製造方法等に係る一変承

認後、変更後の製品を出荷するまでに一定の猶予

期間を持たせることを可能とする通知が、平成27

年７月に発出されております。本通知では、申請

書において、変更事項に該当する大項目の欄、す

なわち製造方法なら製造方法欄、貯法なら貯法欄

に切替え日時を明記することで、一変承認後にも

切替え日時までは一変承認前の承認内容の製品を

出荷することが可能とされております。この場合

の切替え時期としては、一変承認後６カ月を超え

ない範囲を設定することとされております。 

 なお、Q&A の事務連絡において、いくつかの留

意事項が示されております。特にご注意いただき

たい点として、こちらの４点を挙げました。製品

切替え時期設定一変審査中及び製品切替え時期設

定期間中に、一部例外を除き当該大項目に係る一

変申請及び軽微届出を行うことは原則できないこ

と、製品切替え時期設定一変承認後に切替え時期

の延長はできないこととなっております。本一変

を利用される場合には、製品のライフサイクル管

理や生産計画も含め事前に良くご検討ください。 

 ここからは、生物製剤関係についてご説明いた

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
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こと。」とされています。 

 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ください。 

 ただし、製造場所の変更のうち、原薬の保管、

又は製剤の包装（二次包装）・表示・保管のみに係

る製造所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。 

平成29年７月５日付けで発出された通知で、バ

イオ医薬品の製造方法の一部を変更する際の申請

区分が整理されましたので、内容を簡単にご説明

いたします。 

 これまで、昭和59年３月30日付け薬審第243号通

知及び昭和63年６月６日付け薬審１第10号通知に

より、遺伝子組換え医薬品及び細胞培養医薬品に

ついては、マスター・セル・バンクの変更を伴う

製造方法の変更は、一変ではなく、新有効成分と

しての新たな承認申請が必要とされておりまし

た。その後、30年が経過し、バイオ医薬品に関す

る知見が集積したことを踏まえて整理がなされ、

通知として発出されております。 

 新たな整理として、既承認バイオ医薬品と同一

又は同等／同質ではない有効成分のバイオ医薬品

を製造販売承認申請する場合の申請区分は、原則

として（１）、新有効成分として取り扱います。一

方、マスター・セル・バンクの変更も含む、既承

認バイオ医薬品の製造方法の一部変更を行う際の

承認申請で、当該既承認バイオ医薬品と同等／同

質と認められる場合の申請区分は、（10の２）又は

（10の４）、承認事項のその他の変更である一変と

して取り扱います。なお、既承認バイオ医薬品と

の同等性／同質性については、平成17年４月26日

付け薬食審査発第0426001号厚生労働省医薬食品

局審査管理課長通知「生物薬品（バイオテクノロ

ジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）の製造工

程変更にともなう同等性／同質評価について」を

踏まえて判断されます。マスター・セル・バンク

の変更を計画している場合で、同等性／同質性評

価の方法や評価結果に懸念がある場合には、PMDA

の対面助言をご利用いただくことをお勧めしま

す。 

 平成26年に生物由来原料基準の一部改正が行わ

れ、再生医療等製品がその対象に加えられるとと

もに、ウイルス安全性等に関する最新の科学的知

見や、BSE リスクに関する国際的動向等を踏まえ

た見直しが行われました。平成26年10月２日付で

出されております運用通知に関し、審査において

度々議論となっている生物由来原料基準への該当

性について、ここでは少しお話しさせていただき

ます。 

 改正前の生物由来原料基準においては、基準に

規定される「原材料」に該当しないものとして例

の１から３までが示されておりました。今般の改

正においては、例４及び５の例示が追加されてお

ります。例４と例５につきましては、少しわかり

にくい部分もございますので、次のスライドで説

明いたします。 
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 例４は、遺伝子組換え医薬品等の製造に用いら

れる細胞基材について、そのマスター・セル・バ

ンクの樹立に用いられた生物由来原料等は生物由

来原料基準に規定される「原材料」に該当します

が、マスター・セル・バンクの樹立よりもっと初

期の段階で種細胞の選択やクローニングに用いた

培地中の成分は「原材料」に該当しない、という

ことを例として挙げているものです。 

 また、例５は、十分な解析により病原体による

汚染が否定されたマスター・セル・バンク又はマ

スターシードの樹立に用いられた原材料は生物由

来原料基準に規定する「原材料」に該当しない、

とされております。例４とは異なるようにも思わ

れますが、こちらの方には但し書きがついており、

あくまでも承認審査において原材料への該当性が

確認されたものに限るとされております。すなわ

ち、例４は開発や製造の過程からみて製品への感

染性因子混入リスクに与える影響が極めて低く、

明らかに該当しないとの判断が可能なもの、例５

は、その該当性について品目毎に個別に判断され

るもの、という違いがございます。例５の対象と

なる事例は、例４までの判断基準を適用しようと

した場合に原材料としての管理が極めて困難であ

るものについて、原材料及び製品の特性を考慮し

て個別に判断するものとしての例示になります。

再生医療等製品等の発展、新規な製品の開発を考

慮してこのような例が示されているものとご理解

ください。したがいまして、開発しようとする製

品や該当する原材料の情報を検討した上での判断

が必要となりますので、例５の適用の可否を考慮

される場合には、開発初期の段階から審査側と十

分に意見を交換しておく必要があります。 

 生物由来原料に関する製造販売承認申請書への

記載内容は、「生物由来原料基準の運用について」

の別添３及び「生物由来原料基準の運用に関する

質疑応集（Q&A）について」のＱ１～Ｑ８を参考に

してください。特に、反芻動物由来原料について、

反芻動物由来原料基準だけでなく、動物由来原料

基準への適合性も示す必要があることに留意して

ください。動物由来原料に求められる、病原体の

不活化／除去処理の方法の記載がない事例や、低

リスク原料等の場合に、軽微変更届で病原体の不

活化／除去処理の方法を削除してしまう事例が見

受けられますので、適切な対応をお願いします。 

 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、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。特に生物由

来の原料等の使用に関しましては、製剤の製造工



―  ― 73 

程だけでなく、セルバンクの樹立の工程における

使用の有無につきましても確認いただき、記載頂

きますよう、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。 

 従来より、生物由来製品又は特定生物由来製品

への指定については薬事食品衛生審議会での審議

に際し指定審査資料の作成をお願いしていたとこ

ろですが、平成26年に、生物由来製品等への指定

に関する通知が発出されましたので、内容を簡単

にご紹介いたします。 

 特定生物由来製品としては、ヒト血液を原料等

として用いるもの、感染性因子内在リスクがある

ものが該当し、生物由来製品にはヒト又は動物由

来原料等を使用するものであって、「明らかに感染

症の発症リスクが低い」と判断できるもの以外が

該当します。また、新たに設定された再生医療等

製品については、同種又は異種の細胞、及びヒト

血液を原料等とするもの、感染性因子内在リスク

があるものが、指定再生医療等製品に該当する、

とされております。 

 通知では、指定審査資料の作成要領も提示され

ております。承認審査において提出が求められた

際に別紙様式１及び２に従って作成をお願いいた

します。指定が予想される品目の場合には、承認

申請時点に申請資料に添付していただくことでも

差し支えありません。別紙様式１には製品そのも

の、別紙様式２には使用される個々の生物由来原

料等についての作成をお願いしております。生物

由来原料基準をご確認いただき、由来となるヒト、

動物の原産国、管理状況やウイルス等の不活化・

除去処理の内容等につきまして、生物由来原料基

準への適合性を説明する上で必要な事項等を簡潔

にご記載ください。なお、別紙様式１、「使用した

生物由来原料等」の「動物由来細胞・組織」、及び

別紙様式２、「使用した生物由来原料等の分類」の

「動物細胞組織」には、昆虫細胞が含まれます。 

 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。なお、薬事・食品

衛生審議会に係る資料搬入時に、指定審査資料の

添付がない事例が時々あります。提出が必要な品

目につきましては、審査内容を反映した指定審査

資料を忘れずに CTD1.10に添付いただくようお願
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いいたします。 

 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、平成26年に事務連絡が発出されておりま

す。 

 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、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、

厚生労働省の医薬品審査管理課にご相談くださ

い。 

 MFの利用範囲について、生物薬品の製造に使用

する培地等の登録が可能となってから４年以上が

経ち、登録される事例も増えてきております。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な仕組みとなっており

ますので、必要に応じてご利用ください。 

 MFへの登録申請と利用可能な時期については、

一般的には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

ことが可能となっておりますので、合わせてご紹

介させていただきます。 

 また、ワーキング・セル・バンク 融解以降の

製造工程に使用される培地の組成及び含量につい

ては、承認書への記載が必要となります。これら

の情報が供給元から開示されない等の理由で承認

書に記載できない場合は、当該培地を MF登録する

ことをご検討ください。 

 なお、従来の MF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。また、生物薬品の製造に使用する培地や試

薬の登録に際しまして、記載方法等ご不明の点が

ございましたら、PMDAの事前面談、簡易相談等を

ご利用ください。 

 剤形追加申請を含む新規申請時の GMP の適合性

調査についてですが、原則として全ての製造所の
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GMP 調査が必要となります。例えば、剤形追加申

請を行う場合で、既承認製剤と同一の原薬を使用

している場合であっても、原則として原薬の製造

所の GMP 調査が必要となります。 

 なお、こちらの通知に基づき GMP調査を省略す

る場合、通知日から原則として２年以内の日付の

適合性調査結果通知書の提出が必要となりますの

でご留意ください。 

以上、品質に関するご説明となります。 

 医薬品添加剤に関しては、「医薬品添加剤の一日

最大使用量算出のための換算係数等提出につい

て」が昨年10月に、PMDA審査マネジメント部長通

知として発出されています。 

 これは医薬品添加剤の使用前例データの精度向

上を目的として、一日最大使用量算出のための換

算係数等の提出を求めるものです。提出対象です

が、新医薬品及び後発医薬品のうち、新規申請時

及び添加剤の成分や使用量に変更が生じる一変申

請時に提出が必要となります。提出データは PMDA

より提供するツールを用いて CSV ファイルとして

作成し、品目の承認申請後、承認までの任意の時

期にメール添付あるいはゲートウェイ経由で提出

して頂きますが、新添加剤の見落とし等の防止の

ため、できる限り早期の提出をお願いいたしてお

ります。 

詳細については通知をご確認ください。 

 医薬品における新添加剤の審査資料の提出方法

については、業界からの要望に応え、CTD 中の重

複資料の低減を可能としました。 

 新添加剤に関する資料については CTD1.13.4.1

項に記載をお願いしておりますが、このうち、承

認申請書（写）や、新添加剤に関する概要、新添

加剤に関する資料等で、CTD の他の箇所に同一の

資料が記載されている場合は、当該資料を

CTD1.13.4.1項に重複して記載する必要はなく、該

当する文書が格納されている箇所を指し示す文書

（eCTDではリンク情報）を挿入することで差し支

えないことといたしました。 

詳細については通知をご確認ください。 

 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。 

 薬理試験の多くは、その成績の使用法が試験実

施時と承認申請時とで異なります。各薬理試験は

臨床試験を開始することの妥当性を説明する根拠

を得るために実施されますが、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

れた有効性及び安全性について作用機序から理論

的に説明することです。基礎薬理試験の結果から
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は、被験薬が複数の薬理作用及び作用機序を有す

ること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て推定する必要がありま

す。一方で、薬理試験で主作用以外の有益と思わ

れる効果が認められ、組織移行性も含めた薬物濃

度から臨床における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適切に証明されていない

場合には、その薬理作用を当該医薬品のメリット

や特徴として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。なお、適切な公表論

文等がある場合は、それを参考資料として薬理作

用を説明することも可能です。 

 このスライドは薬理試験における比較対照群に

関するものです。 

 薬理試験、特に薬効薬理試験の方法は申請され

る薬物ごとに多種多様であり、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

て溶解し使用される場合もあります。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被検薬によるもの

なのかを説明するために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。対照薬の選

定では臨床試験で使用予定の対照薬を考慮する必

要がありますが、臨床試験では証明されていない

類薬に対する優位性や特徴を、薬理試験の成績の

みから主張することは適切ではありません。 

このスライドは、活性代謝物に関するものです。 

 薬物によっては代謝物が有効性に寄与する場合

があります。またその活性代謝物が未変化体と異

なる薬理作用を示すこともあります。このような

場合、被検薬を投与したときの薬理作用がどの物

質のどの程度の作用が寄与した結果生じているの

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、ヒトと動物の薬物代

謝に差異がある場合は、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を考慮

して、臨床での作用を考察する必要があります。

また、薬物動態の情報と併せて考察することで、

相互作用等に関する適切な注意喚起につながるこ

ともあります。 

 このスライドは、平成13年６月21日付けで発出

されました ICH S7A ガイドラインに関するもので

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、種差や薬物動態

を考慮して説明する必要があります。その際、投

与方法、投与量や各薬理試験から推定される作用

量等も考慮に入れて、臨床試験で認められた関連
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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の

機序についても、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推定し、例えば、可能で

あれば安全確保のために有用な方法等を考察して

頂きたいと思います。 

 次に、平成21年10月23日付けで発出されました

ICH S7B ガイドラインに関してです。本ガイドラ

インは、S7A ガイドラインを拡張し補完するもの

であり、その目的は、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

とと、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、試験

結果は、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

性を評価するための根拠の一つとなります。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、互いに関連することに留意してください。 

 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

方法を図示したものです。 

 in vitro 試験及び in vivo 試験を実施して得た

結果に加え、化学構造、その他の非臨床及び臨床

試験から得られた関連情報も踏まえて、その薬物

が有する統合的な潜在的リスクを評価します。非

臨床試験間でデータが一致しない場合や臨床試験

と非臨床試験の結果が異なる場合には、両者の矛

盾の原因を理解するために、データの再評価や非

臨床フォローアップ試験の実施を考慮します。そ

の結果も踏まえて、改めて統合的な潜在的リスク

を評価し、最終的に被検薬がヒトにおいて心室再

分極を遅延させ、QT 間隔を延長させる可能性に関

する統合的リスク評価から得られる総括的結論で

あるリスクの裏付け（evidence of risk）を導き

ます。 

S7B 関連の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

べきとされています。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。 

 以上、薬理に関するご説明となります。 

次に、薬物動態の評価に関わる６つの項目とガ

イドライン等の最新動向について話をいたしま

す。 

 このスライドでは、薬物動態解析とデータの表

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ためには、適

切な定量分析法を確立することが重要です。 

承認申請に利用する目的で収集する血中濃度な
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どについては、後ほど説明する生体試料中薬物濃

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、単位を正しく表示するとともに、必要

なデータを確認したり、比較したりしやすいよう、

図のスケールも工夫してください。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、定量分析法などの試験デザインの異同に

留意し、適切な方法で比較した結果に基づき、考

察してください。 

 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。 

 代謝物の種類や生成量に種差が認められ、動物

では、ヒトでみられる代謝物が生成しない場合、

毒性試験や薬理試験の解釈に注意が必要です。 

ヒト生体試料などの適切な in vitro（イン・ビ

トロ）試験系を用いて、代謝に関与する酵素や吸

収や排泄等に関与するトランスポーター、それら

の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、またク

リアランス経路、食事の影響などが検討されます。

適応患者を対象とした第Ⅱ相試験や第Ⅲ相試験で

血中濃度が測定された場合は、適応患者における

薬物動態や、薬物動態と薬力学の関係、すなわち

PK/PD（ピーケーピーディー）を検討することが可

能となります。PK－PDの情報は、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の背

景因子の例をスライドに示します。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



―  ― 79 

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、臨床薬物相互

作用試験やヒト生体試料を用いたin vitro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。 

 

 

 

 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、抗

体産生に起因する過敏症等の有害事象の発現状況

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最

近の動向について説明します。 

 最初に、薬物相互作用の検討方法についてです。

平成13年に指針が公表されから10年以上経過した

ことから見直しを図っており、平成26年に、医薬

品開発において臨床試験実施の必要性を判断する

ための具体的な方法や判断の基準、並びに試験結

果の解釈や情報提供に関する一般的な指針の案を

提示しました。その後も、米国 FDAのガイダンス

案の最終化を見据えつつ、新たなガイドラインの

最終化に向けた検討を継続しており、現在、新ガ

イドライン案のパブリックコメントを実施してい

ます。 

 次に、低分子化合物を中心にクロマトグラフィ

ー又は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

るガイドラインについてです。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

施される臨床試験と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

バリデーションと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。昨年より、生体

試料中薬物濃度分析法バリデーションのガイドラ

インの国際調和に向けた取組みが、ICH-Ｍ10専門

家作業部会において開始されています。 

 最後に、母集団薬物動態／薬力学解析ガイドラ

インについてです。近年、医薬品開発において母

集団解析が実施されるケースが増加していること

を受けて、母集団解析を用いた適切な評価に資す

る、科学的に妥当な一般的指針を示すものです。
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現在、パブリックコメントを終了し、ガイドライ

ンの最終化に向けた作業を行っております。

以上、薬物動態に関するご説明となります。 

 続いて、非臨床安全性に関する最近の動向につ

いて説明します。 

I C H
アイシーエイチ

におきましては、６つの非臨床安全性関連

トピックについて検討が進められています。各ト

ピックの進捗状況について簡単にご説明します。 

 「がん原性試験」に関するＳ１
エ ス ワ ン

では、PhRMA
フ ァ ル マ

、

J P M A
ジェイピーエムエー

、F D A
エフディーエー

及びE M A
イーエムーエー

の調査結果に基づいて、あ

る一定の条件を満たした医薬品については、ラッ

ト２年間がん原性試験を省略可能とする提案につ

いて検討しており、この条件の妥当性を検証する

ための前向き評価を実施しています。 

 今後、調査結果の解析や内容を検討した上で、

Ｓ１
エ ス ワ ン

Ｂガイドライン補遺を作成し、来年６月また

は11月のStep２
ス テ ッ プ ツ ー

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、ご

理解、ご協力をお願いいたします。 

「トキシコキネティクス」に関するＳ３Ａ
エ ス ス リ ー エ イ

では、

より少量の血液から薬物濃度を計測するマイクロ

サンプリングを用いた手法を導入するための

Ｑ＆Ａ
キ ューアン ドエイ

を作成しています。当手法の利用の背景に

は測定系の技術的進歩があり、本手法を毒性試験、

特にげっ歯類を用いた試験に応用することによ

り、曝露量と毒性の直接比較が可能となるため、

より科学的な毒性評価が可能となります。また、

トキシコキネティクスのためのサテライト群を削

減できることから、３Ｒ
スリーアール

に貢献すると考えられま

す。現在、国内でのパブコメ募集を終了し、Step
ス テ ッ プ

３

となっています。今後、本年11月のStep４
ス テ ッ プ フ ォ ー

を目指

しています。

「医薬品の生殖発生毒性試験ガイドライン」で

あるＳ５
エスファイブ

については、15年以上改定されておらず、

その間に科学技術の進歩や開発経験の蓄積が得ら

れたなどの理由から、現行のガイドラインを全改

定することになりました。そこで、改定作業が2015

年６月から始まり、本年７月にStep２
ス テ ッ プ ツ ー

となりまし

た。今後、2019年５月のStep４
ス テ ッ プ フ ォ ー

を目指しています。 
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 ガイドラインの内容としては、ここにお示しし

たような、生殖発生毒性に関する考え方や戦略に

関連した８つの項目からなる本文と、具体的な試

験方法を記載した補遺から構成されるStep２
ス テ ッ プ ツ ー

文書

を作成し、現在、パブリックコメントを募集して

いるところです。

 「抗悪性腫瘍薬の非臨床評価」に関するＳ９
エ ス ナ イ ン

で

は、その運用に際して規制当局側と産業側で解釈

が分かれる課題について、具体的な説明を加えて

解釈を統一させるために、Ｑ＆Ａ
キ ューアン ドエイ

の作成が開始さ

れました。15項目全45個のＱ＆Ａ
キ ューアン ドエイ

からなるStep２
ス テ ッ プ ツ ー

文書を作成し、現在パブリックコメントに対する

対応が検討されており、今後、来年３月までの

Step４
ス テ ッ プ フ ォ ー

を目指しています。 

「小児用医薬品開発のための非臨床試験」に関

するＳ11
エスイレブン

ついては、2014年11月にトピックとして

採択され、その後、昨年６月から専門家グループ

の活動が始まり、５回の対面会合が実施されまし

た。今後は、来年１月までにStep２
ス テ ッ プ ツ ー

、2019年６月

のStep４
ス テ ッ プ フ ォ ー

を目指しています。

 前回の会議では、ガイドラインの記載内容に関

して、既存情報からのリスク評価方法、幼若動物

試験の試験デザイン、小児先行開発品における検

討事項等について議論されました。 

 幼若動物試験実施の際には、非臨床試験や臨床

試験データ、既存の文献情報に基づき、幼若動物

試験の実施の要否を検討し、幼若動物試験を実施

する場合には臨床試験のリスク低減化に寄与する

情報が得られるような試験デザインとすることを

基本的な考え方とするガイドラインを作成する方

針です。今後は、Step１
ス テ ッ プ ワ ン

の技術ドキュメントを完

成させ、来年１月のStep２
ス テ ッ プ ツ ー

を目指しています。



―  ― 82 

品質分野でもご説明したとおり、「変異原性不純

物の評価及び管理」に関するＭ７
エ ム セ ブ ン

ガイドラインは、

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、T T C
ティーティーシー

、すなわち毒性学的懸念の閾値
い き ち

以下

で管理しようというガイドラインで、一昨年11月

に発出されました。

 また、それに合わせて、化合物特異的な許容摂

取量算出への適用に関する文書として、Ｍ７
エ ム セ ブ ン

（Ｒ１
ア ー ル ワ ン

）の作成も進められています。

これは変異原性物質や発がん物質であるとみな

されている14の化合物について、 T T C
ティーティーシー

の代わり

に、個別の許容摂取量を示すものです。本年６月

にStep４
ス テ ッ プ フ ォ ー

に到達し、現在、Step５
ス テップフ ァイブ

に向けて準備が

進められています。

 以上、非臨床安全性に関する最近の動向につい

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、最低

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ください。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ください。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。 

 最近、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くださ

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、最適な

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。 

 平成20年４月17日に、PMDA は『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。 

 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
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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。 

 以上、新医薬品の承認審査に係る注意事項等の

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、医療用後発医薬品の審査関連業務に

ついて説明いたします。 

本日は、これら４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。 

 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

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 ジェネリック医薬品等審査部 
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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。 

 なお、スライドにはありませんが、製造販売承

認申請書の申請区分のコードを旧コードで申請、

差換えを行う申請者が散見されるため、10の３の

場合は185、８の２の場合には180となっているこ

とを確認して申請してください。 

 

 

 

 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、適用外使用を助長や取り

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、先の検討結果も

含め、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

要性等を説明しなければなりません。 

 

 

 

 審査の流れは、テキストの記載内容をご確認く

ださい。 

 MFを利用する場合、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。 

 

 

 

 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。 
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 続いて、承認申請上の留意点について説明いた

します。 

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、有

効成分の一般的名称を用いる必要があります。 

なお、既にブランド名で後発医薬品の承認を有

している場合は、既承認製剤を含め、新たに追加

する剤形違いや含量違い製剤も可能な限り一般的

名称を用いた販売名を検討してください。 

 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、一般的名称を付すことができ

ないため、ブランド名を検討してください。 

 共通のブランド名を用いる場合は、末尾に「屋

号」が必要になります。 

 また、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。 

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。 
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次に製造方法欄について説明いたします。 

 製造方法の記載については、こちらの通知を参

照してください。 

なお、申請後は申請者の都合による、製造所や

製造方法の追加又は変更は受付けられないため、

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原則受

け付けられませんので、提出前に申請者において

十分な確認が必要です。 

 軽微変更届出事項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を基に判断してく

ださい。 

スライドに記載の通知では、包装・表示・保管

施設は軽微変更届出で追加できる旨の記載があり

ますが、医薬品の製造所として適切な変更管理が

なされたことを製造販売業者又は製造業者等が十

分に確認した上で届け出てください。 

 また、２年以内の他品目の GMP 結果を利用した

製造所変更の場合は、「関連工程を共有する同系統

の品目」への該当性について十分に確認してくだ

さい。 

初回承認後、直ちに軽微変更届出によりスケー

ルアップを行うケースが見受けられますが、生物

学的同等性の評価に疑義が生じる可能性があり、

十分な注意が必要です。 

 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。 

 なお、軽微変更届出の内容は次回の一部変更承

認申請時に審査されますので、軽微変更届の適切

性を説明できる資料を準備しておく必要がありま

す。 

 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。 

 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してください。出発物質

並びに出発物質の妥当性については ICH Q11を参

考に申請資料又は MF 中で適切に説明してくださ

い。また、出発物質や、最終中間体以降の原材料

等の管理項目及び管理値について、適切に設定さ

れていない事例が数多く認められるため、十分留

意してください。 
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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、申請

資料中には実生産スケールでのプロセスバリデー

ション等のスケジュールについても分かる範囲で

記載し、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製造方法の変更等を

含め連絡してください。

また、受入試験工程として、原薬が規格に適合

することを確認する製造所を製造方法欄に記載し

てください。 

重要工程は漏れなく記載してください。 

 重要工程の設定の要否は、その工程が原薬や製

剤の品質に与える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、説明してください。 

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、スライドの３点目に示した

指針に従い適切に設定してください。 

スライド21と22では、一部変更承認申請時にお

ける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
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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。 

 続いて、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。 

 平成29年３月１日以降の承認申請については、

原則、国際共通化資料であるコモン・テクニカル・

ドキュメント（CTD）の形式で提出してください。

スライドに関連通知を記載しております。当該通

知の別添のチェックリストの必要項目をもれなく

記入し、あわせて提出してください。

スライド24から26では、主な添付資料と CTD の

項目を示しておりますのでご確認ください。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。 

 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。 

 また、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。複数の MF を利用する場合は、MF 毎に提出

してください。 

 近年は製剤学的に特殊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な改良が施された製剤で

は、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 CTD の

「2.3.P.2 製剤開発の経緯」で説明してくださ

い。 
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 こちらのスライドは円滑に審査を進めるにあた

り重要な事項をまとめたスライドです。 

 まず、留意すべきこととして、申請時に必要な

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に着手できません。申請時

には資料の提出漏れがないよう確認できる社内体

制を整え、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、薬機法施行規則第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散見されて

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３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。必要な情報を的確に把握し、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、１冊の資料が厚い場合、分冊し、各

冊子に含まれる部・項目の範囲等を明記してくだ

さい。 

 ３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するよう

ご協力をお願いいたします。業務の効率化のため、

申請資料の電子媒体の提出についても、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

ロットにつき原則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。

 一部変更承認申請においては、原薬又は製剤の

規格及び試験方法を変更する場合、原薬又は製剤

に係る実測値を提出してください。なお、当該資

料は書面適合性調査の対象であり、手数料区分は

GGAです。 

 製造所の変更又は追加、製造方法の変更のみの

場合、原薬又は製剤のロット分析結果の提出が必

要ですが、当該ロット分析結果に対して書面適合

性調査は不要であり、手数料区分は GGB で差し支

えありません。 

不純物及び残留溶媒は、ICH の各種ガイドライ
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ンに準じて管理してください。

日局品の残留溶媒の管理については、スライド

に記載の通知に基づき設定してください。安全性

確認の必要な閾値を上回り、かつ先発医薬品の管

理とは異なる場合には、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。 

 規格及び試験方法として試験を設定しない場合

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、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

造工程から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。 

 割線についてですが、先発医薬品の用法・用量

や臨床使用実態等を踏まえ、割線の要否について

は適切に判断してください。割線を有する医薬品

については、分割後の含量均一性、溶出性及び各

種安定性に関する資料を提出してください。 

 医療用配合剤については、割線を入れることは

認められていません。 

なお、割線模様については認められていません。 

 また、参考情報として記載し適否の判断としな

い「性状」の項目については、点検通知の Q&A の

記載例を参考に、「適否の判断基準としない参考情

報：〇〇」と記載してください。 

 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。 
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 新規承認申請における安定性に関する資料につ

いて説明いたします。 

後発医薬品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、これは

長期保存試験の途中の申請に係る取扱いであり、

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、遅くとも加速試験と同

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、提出

が必要となりますので申請時から添付するように

お願いいたします。 

 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

績を申請時に提出する必要があります。 

 なお、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、加速試験成績を併せて提出して

ください。 

 複数の結晶多形が知られている原薬を使用する

場合は、製剤の製造工程中や安定性試験において、

その結晶構造の挙動を確認しておく必要がありま

す。原薬についても、安定性データを考慮し、有

効期間又はリテスト期間を設定してください。 

 一部変更承認申請における安定性に関する資料

については例年通りの内容です。 

 処方変更や容器の変更等では、安定性試験成績

の提出が必要となりますのでご注意ください。 

 審査中に、継続中の長期保存試験成績を追加提

出する場合の留意点を説明いたします。 

 申請時に長期保存試験が継続中の場合、添付資

料に測定時期ごとの提出予定時期を記載し、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、提出した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

保存試験成績を提出する場合、遅くとも申請書差

換え期日の審査が可能な時期までに、審査期間を

考慮して適切な時期に提出してください。なお、

申請書差し換え期日以降に有効期間の設定変更は

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。 

 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。 
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 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。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。 

 製法変更や、粉末吸入剤、水性点眼剤の生物学

的同等性評価に関する基本的な考え方が事務連絡

として発出されております。こちらも併せてご確

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

示します。 

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。なお、ガイドラインによらない評価方法

を用いる場合には、審査の大きな論点となること

に留意してください。 

 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。 

 投与量について、ガイドラインにおいて「１投

与単位又は臨床常用量」とされていますが、製剤

間差を適切に評価する観点から、まずは１投与単

位での投与量を優先してください。 

 判定値について、90％信頼区間にて判定する場

合は、統計的に母数が規定された信頼区間の範囲

に入るか否かという考えであり、判定値を四捨五

入することは不適切です。一方、平均値の差にて

判定する場合は、判定値を四捨五入しても差し支

えありません。 

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。 

 Cmax を評価するための測定ポイントが適切に

設定されていない症例が見受けられます。測定ポ

イントは、被験者間の tmaxのばらつき等も考慮し

た上で、適切に設定してください。

 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、補完的に動物試験実施が必要になる

可能性もあります。 

 徐放性製剤等においては、Partial AUC の同等

性評価を求めるケースがあるため、必要に応じて

対面助言を利用することをお勧めいたします。 

 また、特殊製剤の同等性評価においては、ヒト

生物学的同等性に加えて、製剤学的同等性を示す
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必要があることに留意してください。そのため、

ヒト生物学的同等性試験実施前に、製剤学的同等

性試験について、予め対面助言を利用することを

お勧めいたします。

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。特に剤形

追加の場合は慎重に検討してください。 

 使用時に完全に溶解した静脈注射製剤では同等

性試験が免除されますが、皮下投与のような静脈

投与以外の用法・用量を有する後発品を新規又は

一部変更承認申請する場合、原則として同等性試

験が必須であることに留意してください。水性点

眼剤においても、事務連絡の考え方に基づく申請

の場合、同等性試験が免除される場合があります。 

 治験届については薬機法施行規則第268条及び

医薬発第0515017号の通知により、後発医薬品の生

物学的同等性試験においても届出が必要な場合が

ありますので、ご注意ください。 

 その他、安全性に注意が必要な医薬品の同等性

試験については、健康成人を対象とした単回投与

試験であっても、被験者の安全確保の観点から対

面助言での議論を念頭に、まずは、相談内容を明

確にした事前面談利用をお願い致します。 

 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。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。したが

って、この判定基準を予試験に適用することはで

きません。また、これらを下回る症例数の場合、

同等とは判断されませんのでご注意ください。併

合解析を行う場合、予め実施計画書に予試験又は

例数追加試験のいずれかを選択するか規定すると

ともに、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
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グポイントの実測値を用いて算出してください。 

 複数含量を有する製剤の生物学的同等性につい

て、含量違いガイドラインの Q&A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、副作用のような安全性上の問題や含量により

血中薬物濃度に線形性が認められないような製剤

間差の検出に問題がある等、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、適切な含量の製剤を標準製剤とすることが

許容できる場合もあります。なお、その場合には

申請資料中に標準製剤の設定根拠を十分に説明す

る必要があります。また、標準製剤の設定根拠に

ついては、必ず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。複数錠用いて溶出試

験を行う場合は、その妥当性を十分説明してくだ

さい。 

 また、配合剤の処方変更の程度の計算について、

複数の有効成分をまとめて一つの有効成分とみな

すことはできません。ガイドラインを参照し、計

算方法に注意してください。 

 平成26年４月１日以降に実施される生体試料中

薬物濃度分析法のバリデーションについて、こち

らに示す通知が適用されます。添付資料の作成に

ついて、日本ジェネリック製薬協会から記載例が

公開されていますので、参考にしてください。 

 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」及び PMDA のホームページをご

参照ください。 

 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、成分分量欄に、
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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配合比

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。 

 乳及び骨由来ゼラチン（コラーゲンを含む）の

原産国記載が撤廃されておりますので、こちらの

スライドを参考に必要な対応をとってください。

一日最大使用量算出のための換算係数に関する

データの提出をお願いしています。新規申請及び

一変申請のうち、添加剤の成分や使用量に変更が

生じる場合が対象となりますので、スライドに記

載の通知及びサイトを参考に、換算係数等の必要

情報を記載した csv ファイルを作成し提出してく

ださい。 

続いて、MFを利用する場合の留意点です。 

 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。 

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には、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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 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、及び適正使用確保のための資材が必要

なケースの留意点について説明します。 

 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。承認条件によっては、製造販売後調査等

の実施計画書の提出を求める場合があります。 

 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ござい

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 PMDAのホームページ

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（RMP）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）の内容を原則適用しますが、承認申

請時・承認後の提出等、取扱いが異なる点は別途

平成26年８月の通知に規定されていますのでご確

認ください。 

 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・リスク最小化

活動の選定理由についても、先発医薬品 RMPを参

考に、適宜最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、PMDAのホームページを参照し

てください。 

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の中で、

PMDAと合意された場合は、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。 

 このスライドは同時申請を行う場合の共同開発

に係る留意点を記載していますが、例年通りの内

容であるため、テキストをご確認ください。 
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 このスライドには後発医薬品の製造委託、いわ

ゆる小分け製造に係る留意点を記載しています。

こちらについても例年通りの内容であるため、テ

キストをご確認ください。

 薬機法により添付文書の届出及び公表が義務化

となりました。それに伴い、申請時には添付文書

案に加え、このスライドに記載している資料を電

子媒体にて提出するようご協力お願い致します。 

 添付文書案作成にあたっては、こちらに記載し

た内容に留意してください。 

 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、資料が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、絶対に行わないでください。 

 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、１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１製剤単位が記載されてい

る必要があります。 
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 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。 

 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であっても、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。 

 承認・添付文書等証明確認調査申請書は、発給

申請書の注意書きに準じて記載してください。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。通知改訂に伴い、記載箇所は、

承認・添付文書等証明確認調査申請書、発給申請

書ともに製造所等の名称及び所在地欄に変更とな

りました。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。 

 続いて、PMDAが行う相談制度について説明いた

します。 
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 対面助言についてはこちらの関連通知をご確認

ください。 

 まず、簡易相談について、従来と特に変更はご

ざいませんので、後ほどテキストをご確認くださ

い。 

 こちらのスライドには、後発医薬品の簡易相談

の申込時の留意点を挙げております。 

 相談事項は、品目名又は MF 登録番号を記載した

上で、具体的かつ明確に記載してください。 

原則、申込み時の相談内容をもとに回答を検討

するため、説明不足等の無いよう事前に十分確認

の上、相談申込みを行っていただきますようお願

いします。なお、相談当日に追加資料を提出され

ても回答致しません。 

 相談事項が簡易相談の対象範囲であるか、よく

ご確認の上お申し込みください。なお、申請中の

品目に関しては、簡易相談を受けられませんので

ご注意ください。また、治験相談に該当する相談

内容は簡易相談ではお答えできませんので、ご注

意ください。 

 簡易相談申込みの受付時間外にファックスを送

付する会社が散見されますが、時間外申込みは受

け付けないため留意してください。 

 簡易相談結果要旨確認依頼書の相談結果の要旨

は、簡潔に１枚以内としてください。相談内容の

概略を記載する場合は、表題のみとする、添付資

料を割愛するなど確認結果の送付枚数が多くなら

ないよう配慮してください。 

 結果要旨確認依頼書は、確認依頼書にご記入い

ただきました担当者及び送付先に返送しますの

で、必ずファックス番号、担当者名及び担当部署

名を正確に明記してください。担当者名はフルネ

ームでご記入ください。 

 結果要旨確認依頼書には受付番号を適切に記載

してください。 
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次に、治験相談についてご説明いたします。 

 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。 

現在、申し込まれた相談には可能な限り対応し

ております。しかし、多数の治験相談の申込みが

あった場合には、やむなく後発品に関する相談制

度の日程調整依頼書の受付方法の通知に基づき、

優先順位を決定し、相談の可否を判断しておりま

す。なお、治験相談を申込む際には、必ず事前面

談にて相談の要否や相談資料等についてご確認く

ださい。 

 事前面談及び治験相談の受付方法等については

PMDAのホームページをご確認ください。 

 また、スライドには記載しておりませんが、販

売名の妥当性については、医薬品手続相談で相談

可能です。なお、治験相談は、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。 

 治験相談における留意点ですが、資料提出後か

ら対面助言までの時間は限られるため、資料提出

後は相談事項の追加・変更等は原則認められませ

ん。また、対面助言を申し込む前に、治験相談で

予定する相談事項や添付資料リストを提示した上

で、事前面談で相談事項に関する事前協議を必ず

行っていただきますようお願いいたします。なお、

対面助言申込み前に事前面談が終了していない場

合には、申込数により選定外となることにご留意

ください。 

 治験相談を実施した品目を承認申請する際は、

FD 申請書の備考欄にその旨を記載し、記録の写し

を添付資料として提出してください。 

 続いて、一昨年より試行導入された軽微変更届

事前確認相談についてご説明いたします。 

 本相談は、軽微変更届出事項への該当性に関し

て、事前のデータ評価が必須となる事案に対する

相談です。現在、無水乳糖のα及びβ異性体比に

ついては軽微変更事前確認相談での対応を検討中

です。 

 相談の流れ及び相談対象はこちらに示した通り

ですが、関連通知や手順の詳細については、PMDA

のホームページをご覧ください。なお、相談申込

みに先立ち事前面談が必須となりますのでご留意

ください。 

 最後に、その他の内容として今後の取り組み等

を説明いたします。 
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 このスライドには後発医薬品の審査に関連した

今後の取り組みについて記載しています。 

 後発医薬品の審査に関連した今後の取り組みと

して、審査報告書についてご説明いたします。 

 新規後発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を

図ります。開始時期は第三期中期計画中を予定し

ており、作成したものは今後、公表予定です。 

最後に毎回のお願いになっておりますが、リス

ク管理に関するお願いです。

照会事項を送付する際、FAX にて送信していま

すが、システム上、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、FAX が

自動送信されます。 

 誤った FAX 番号のままで差換えを行うと、その

後の FAX 誤送信の原因になります。 

 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、【連絡先】FAX 番

号に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。 
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 私からは要指導・一般用医薬品の審査関連業務

について説明をいたします。 

 毎回お願いしておりますが、現在も申請書や添

付資料等に記載漏れ、誤記載、添付資料の不足等

が多く見受けられますので、本日の内容をご確認

の上、申請時には充分ご注意いただきますようお

願いいたします。特に、申請書の FAX番号に間違

いがある場合、自動 FAXにより書類が送付される

ため、情報漏洩につながりかねません。申請前、

差換え前には必ずご確認をお願いいたします。ま

た、初回照会時には FAX番号の確認を行っており

ますので、お手数ですが、ご協力の程よろしくお

願いいたします。 

 なお、申請書の担当者の連絡先は、承認から数

年経った際でも必ず連絡の取れる固定電話の番号

にしてください。携帯電話の番号を記載された場

合、連絡が取れないことが実際多々ありますし、

外出時に電話に出られても申請書類が手元にない

などで対応できない場合もあります。やむを得ず、

携帯電話を使用する場合、折り返しの電話をいた

だく等ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

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。 

 平成28年６月24日付事務連絡にて、申請区分お

よび添付資料に関する Q&A が改訂されておりま

す。以下のスライドの説明と合わせてご確認くだ

さい。 

6-3. 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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 こちらのスライドは区分１～４までを示してい

ます。 

こちらのスライドは区分５～８までです。 

 配合剤の考え方についてはこのスライドに示し

たとおりです。なお、「組合せ」とは、配合量を含

めた組合せですのでご留意ください。 

 また、新一般用医薬品成分との組合せは、個別

に PMDAに相談してください。なお、平成28年６月

に申請区分に関する事務連絡が発出されました

が、区分の考え方は従来と変わりません。以上、

判断に迷われた場合は簡易相談をご利用くださ

い。 

 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、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」ど

うしの組合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」の組合

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

ごとの組合せを示した前例一覧表を提出する必要

があります。 
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次に、剤形の考え方について、説明いたします。 

 前提として、医療用医薬品においても「新剤形

医薬品」として取り扱われるものは、申請区分（３）

－②に該当します。 

既承認の医療用及び一般用の徐放性製剤と、成

分・分量、用法・用量、効能・効果が同一であっ

ても、放出に関わる薬剤学的な特性が異なる製剤

を申請する場合、申請区分は（３）－②又は（５）

－③に該当します。判断に迷われる場合は相談制

度をご活用ください。また、既承認の一般用医薬

品と、放出に関わる薬剤学的特性も含めて同一で

あり、溶出特性・薬物動態が同等である製剤を申

請する場合、申請区分は（７）－②に該当します。 

 また、平成28年６月24日付事務連絡の Q&A７に

おける【剤形の相違が軽微と見なせる例】の外用

剤の記載は、一般外用剤の例であり、耳鼻科用剤、

眼科用剤、歯科口中用剤等の他の外用剤には適用

されるものではありませんのでご注意ください。 

 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。

なお、審査を迅速に進める上で有用な資料は積極

的にご提出いただきますようお願いいたします。 

 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、手数料と申請区分の前例表は共通とする

ことで差し支えありません。 

申請区分前例一覧表の記載例です。 

 申請時だけでなく、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、各有効成分のリスク分類を忘れずに記載して

ください。但し、製剤のリスク分類は不要です。

また、承認基準が制定されている薬効群では、基

準内の配合量・組合せは基準を示すことで差し支

えありません。承認基準から外れる点について前

例を示してください。 
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 配合剤の承認前例について、１点目に示すとお

り、医薬部外品は、OTC から移行した品目に限り

前例として取り扱いますので、ご注意ください。 

 

 

 

 次に、承認前例とならないものについて説明い

たします。 

 基本方針制定前に承認になった品目及びその代

替新規品目、OTC から移行した品目を除く医薬部

外品、迅速審査で承認になった品目、鎮痒消炎薬

以外の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、現在の審査水準等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11月25日より薬機法施行後の新手数料

が適用されております。 

 新手数料の適用後、誤って「適合性調査あり」

の手数料が振り込まれた品目が見受けられます

が、申請に際して、新たに臨床試験を実施してい

ない場合には、適合性調査は「なし」の手数料と

なります。ご注意ください。 

 また、本年４月１日より審査等の手数料が改定

されておりますのでご注意ください。 

 手数料額等の詳細は、PMDA の HP でも確認でき

ますので、ご利用ください。 

 

 

 

 次に、承認申請に際しての留意事項について説

明いたします。 
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 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。有用な配合剤はこれまで通り審査を進めます

が、妥当性の認められないものは、承認に至るの

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。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

成分を組合せる場合には、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

及び安全性等を、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。 

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」を参考に使用者の視

点に立ったわかりやすい資料を作成していただき

ますようお願いします。 

 特に要指導医薬品の場合は、購入者本人が使用

することを確認するなど、チェックシートを工夫

してください。部会においても、情報提供資料の

内容について厳しい意見が出されていますので、

見やすくて理解しやすい資料を作成し、部会の際

には、レイアウトも含めてほぼ完成したものを提

出できるようにしてください。 

 また、添付文書理解度調査について、平成28年

５月にガイダンスの通知が、本年５月には質疑応

答集が発出されておりますので紹介いたします。 

スイッチ OTCに関する最新情報として、医療用

医薬品から OTCへのスイッチ化について、多様な

主体からの意見がスイッチ化の意思決定に反映さ

れる仕組み（いわゆる新スキーム）が構築されま

した。詳細は厚生労働省の HP をご参照ください。 

 こちらのスライドにてお示しする品目では、特

に適正使用の確保が重要と考え、再審査又は PMS

期間終了後に申請される、先の承認品目と同一性

のある品目であっても、先の承認品目と同様に情
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報提供資料の作成を求めています。なお、対象と

なる品目は今後追加される可能性があります。 

 申請品目について、審査中に毒薬・劇薬に指定

されていることが判明するケースがあります。特

に、こちらに示した理由で毒薬・劇薬に該当して

しまう例が頻発しています。申請前に充分確認し

てください。 

 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、添付資料も

前例と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 期間は、承認後３年ではなく、原則

として製造販売開始後３年ですのでご留意くださ

い。 

 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。 

 平成27年12月25日付で「単味生薬のエキス製剤

の製造販売承認基準に係るガイダンス」が発出さ

れました。単味生薬のエキス製剤の開発にあたっ

ては、こちらのガイダンスを参照してください。

また、申請の際には、申請書のその他備考欄にガ

イダンスに基づく申請である旨を記載してくださ

い。 

承認基準内の一般用点眼薬でソフトコンタクト
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レンズの適用を有するものが承認されています

が、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。 

 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。 

 次に、薬液を担体に含浸させた製剤についてご

説明いたします。申請品と同一の有効成分及び効

能・効果において、初めて担体に含浸させた製剤

を申請する場合、また、異なる担体の製剤を新規

申請する場合は、申請区分（７）－②に該当しま

す。スライドにお示ししたような点にもご留意く

ださい。 

ミノキシジル及びニコチンの他、同様のリスク

が考えられるものについては、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。 

 ここからのスライド10枚は個々の有効成分につ

いての注意事項を示します。 

 まず、ジクロフェナクナトリウム外用剤につい

てです。なお、昨年までのものからスライドの構

成を変更していますが、取扱いには変更はありま

せん。 

メントールがジクロフェナクナトリウム等の消

炎鎮痛成分の皮膚透過性を亢進する、という文献

が複数存在することから、ジクロフェナクナトリ

ウムにメントールを３％を超えて配合する場合、

皮膚透過性の同等性を示す資料を提出することを

求めています。

なお、メントール以外にも、皮膚透過性を亢進

する可能性のある成分とジクロフェナクナトリウ
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ムを配合する場合にも、同様の対応を求める可能

性がありますので、ご留意ください。

 ジクロフェナクナトリウムの外用剤のうち、貼

付剤については安全性確保のため、７×10cmの製

剤の場合は包装単位を１袋中最大７枚、１箱中最

大21枚まで、10×14cm の場合は１袋中最大７枚、

１箱中最大７枚までとし、製造方法欄には包装単

位の上限を記載してください。 

 さらに、ジクロフェナクナトリウムのテープ剤

について説明致します。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。また、そ

の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

水準に応じたものを提出してください。ただし、

作用緩和で薬効に直接関わらない成分を配合する

場合、ジクロフェナクナトリウム以外の有効成分

は添加物と同様に取扱い、処方変更水準を判定し

てください。また、変更水準のＤ水準はＣ水準と

して取扱います。 

 既承認品目との変更水準等、ご不明な点は必要

に応じ相談制度をご利用ください。 

次に、ロキソプロフェンナトリウム外用剤に、

メントール等の皮膚透過性亢進に関わる成分を配

合する場合の取扱いについて説明します。既承認

品目の PMS終了後に申請する場合、ジクロフェナ

クナトリウム外用剤と同様の資料の提出が必要と

なります。

ロキソプロフェンナトリウム内服剤の包装単位

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、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。 
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トリアムシノロンアセトニドを配合する口内炎

治療薬は、効能・効果に口内炎（アフタ性）と明

記し、添付文書にはアフタ性口内炎がどのような

ものか分かるような図や写真を示してください。 

 また、大容量の包装単位を避け、申請書の製造

方法欄に５ｇを上限として包装単位を記載してく

ださい。 

アシクロビル、ビダラビンの口唇ヘルペス再発

治療薬については、包装単位は一般用医薬品の対

象となる範囲の口唇ヘルペスの治療１回分で使用

すると考えられる２ｇまでとし、【製造方法】欄に

包装単位の上限を記載してください。 

 プラノプロフェンを配合する点眼剤は、使用者

が適切に選択できるよう、添付文書や外箱の見や

すい位置に「アレルギー症状が続き、かつ炎症を

伴う方にお勧めします」と記載し、花粉飛散前か

ら使用されることがないようにしてください。 

リゾチームを含有する医療用医薬品の再評価結

果に伴い、OTC の鼻炎用内服薬、かぜ薬及び鎮咳

去痰薬についてはリゾチームを含有するものは、

今後新たな承認は行いませんのでご注意くださ

い。 

 関連通知はこちらのスライドに示すとおりです

ので、ご確認ください。 
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コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデイン

リン酸塩を含有する医薬品の12歳未満の小児に係

る用法・用量の取扱いについて、本年７月に通知

が発出されました。該当する品目は、対応が必要

となりますので、ご注意ください。詳細はこちら

にお示しした関連通知をご確認ください。なお、

合わせて、かぜ薬及び鎮咳去痰薬の製造販売承認

基準も変更になっていますのでご注意ください。

 差換え指示後の変更や、審査終了後の再差換え

が頻発することで業務を圧迫し、審査の遅延につ

ながるため、スライドにお示しした点にご留意く

ださりますようお願いいたします。 

 差換え指示後、製造所の許可年月日の更新があ

る場合、更新後の日付を記載し、差換えを実施す

ることで差し支えありません。 

以上、ご協力のほどお願いいたします。 

 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。 

 本年３月６日付けで「要指導・一般用医薬品の

承認申請資料に係る適合性書面調査の実施手続に

ついて」という通知が発出されましたのでご確認

ください。また、原則として調査は PMDAで実施し

ます。調査前に「新医薬品 GCP実地調査・適合性

書面調査チェックリスト（治験依頼者用）」をご確

認いただき、必要資料を全て搬入できるよう準備

をお願いいたします。なお、チェックリストは

PMDAの HPにて公開しています。 
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 申請から結果通知書交付までの流れは、スライ

ドにお示しした通りです。 

 販売名について、既承認品目と同一の販売名は

原則として認められません。代替新規申請の場合

も、原則として同一の販売名を用いることは避け

るようにしてください。ただし、スライドにお示

ししたような場合を除きます。 

 また、今後、申請後の申請者都合による販売名

変更は認められませんのでご注意ください。ただ

し、特段の理由がある場合は審査担当者に相談し

てください。 

 「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となります。成書等の出典に

基づく場合は手引きと配合比率等が異なっていて

も、基準内処方として取り扱えるため、その出典

を示した上で申請してください。なお、一般用漢

方製剤製造販売承認基準における成分分量の範囲

から外れている場合も同様です。 

 一物多名称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。 

 また、親品目の申請中に一物多名称品が申請さ

れた際の取扱いについては、申請日が１ヶ月以上

離れている場合、原則同時審査は行いませんので

ご留意ください。申請の際には、スライドにお示

ししたような点にもご注意ください。 

 承認申請書の記載内容については、平成27年５

月18日付の記載整備チェックリストもご活用くだ

さい。なお、本リストの最新版は PMDAの HPで公

開しております。 
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 次に、承認申請添付資料等についての留意事項

について説明いたします。 

 申請時に安定性試験が終了している場合は、必

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。加速試験により３年

以上の安定性が推定されない場合、１年以上の長

期保存試験の成績の添付が必要となります。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。 

 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。 

 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、記載例のよう

に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。他社の承認前例を用いる場合、そ

の製法及び規格の同一性を申請者の責任で担保し

た上で申請してください。また、示された前例の

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。 
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 添付資料等の提出部数はこちらに示すとおりで

すので、ご確認ください。 

 申請時に提出した添付資料について、照会のや

りとりで修正が必要となった場合、審査中に提出

するものは「差換え案」としてください。また、

FD の差換え時に最終的な差換え資料を一緒に送

付してください。その場合、どの添付資料の差換

えであるのかわかるように、付箋等をつけてくだ

さい。 

 なお、差換えは「該当ページのみでも可」とし

ていますが、修正するページが多岐にわたる場合

などは、他のページも含めた資料全てを差し換え

ていただくようにご協力お願いします。 

 申請書の鑑の差換えが必要な場合も同様に対応

してください。 

 添付資料について、紐留めやクリップ留めなど

簡易な綴じ方をしているものが散見されますが、

審査の過程において資料散逸等のおそれがあるの

で、ファイルに綴じる等、それを防ぐような工夫

をしてください。特に細い紐で留めている場合、

審査中に資料の一部が破れる等のおそれがありま

す。 

 また、資料内容の確認がしやすいように添付資

料の目次やページ番号を付ける等の方策を検討い

ただきたいと思います。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。 

 最後に、簡易相談及び対面助言の留意事項につ

いて説明いたします。 
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 先にもお話ししましたスイッチ OTCに係るスキ

ームにより、評価検討会議でスイッチ化が妥当と

判断された成分についての相談枠の創設も検討中

ですが、ここからのスライド６枚は現行の相談制

度に関する留意事項を説明します。 

 まず、簡易相談についてですが、相談時間が15

分間と限られていますので、それに応じた分量と

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。 

 具体的には、質問は２つまでとし、開発予定製

剤の申請区分の確認の場合、薬効群は２つまでで、

処方案は合わせて５つまでとしてください。また、

添加物の確認の場合は、５成分までとしてくださ

い。両質問を組合せる場合は、処方案と添加物を

あわせて５つまでとしてください。これを超える

量の質問が申し込まれるケースが多数あるため、

ご注意いただきますようお願い申し上げます。 

 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。 

 また、まれに、お示しいただいた前例の成分量

や効能効果などが誤っている場合があります。そ

うすると適切な申請区分が判断できないことがあ

りますので、申し込みに当っては十分確認した上

で申し込んでください。 

 回答にあたっては事前に内部で打ち合わせを行

い、確認していますので、当日の急な質問には応

じかねることをご理解ください。また、結果要旨

確認依頼書には、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

いる場合も、相談申込み時にその旨を記載してく

ださい。 
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 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。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、会議室の広さも限られてい

ますので、１相談につき３名以内としてください。 

 また、平成27年度より、これまで対面のみで行

っていた簡易相談を、こちらに示した内容に限り、

相談者が希望する場合には書面でも実施していま

すので、必要に応じてそちらも利用ください。 

 書面での相談の場合は、原則として相談実施日

に電話にて回答します。通常の簡易相談と異なる

点は、面会がなくなり電話にて回答をお伝えする

点だけで、回答が文書で送付される訳ではありま

せんのでご注意ください。電話する時間帯は予め

ご連絡しますので、その時間帯には電話に出られ

るようにご協力ください。また、回答は相談内容

にかかる PMDAの見解をお示しするだけで、回答時

に追加質問等は遠慮していただいていますのでご

了承ください。 

 また、大阪医薬品協会での実施が不可能な日が

ありますので、申込みの際は事前に PMDAのホーム

ページをご確認ください。 

続いて対面助言について説明します。 

 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種類があります。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

PMDA の HP に掲載されている実施要綱をご確認く

ださい。 

また、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

慮して申込日より１週間後以降を設定してくださ

い。実施要綱では担当分野の欄は分野を記載する

こととなっていますが、OTC の相談においては、

「一般用医薬品」と記載してください。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。また、対面助言はテレビ会議システム

を利用し、関西支部で実施することも可能です。

必要な手続き等については、実施要綱の別添23を

ご確認ください。 
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 最後に、一般薬等審査部の各審査担当部門の連

絡先を示します。郵便物及び FAX 送付時にはご注

意ください。 

 「間違い電話」、「間違い FAX」等をされません

よう、特に FAXを送るときは番号の二重チェック

をするなどよくお確かめください。 

ご清聴ありがとうございました。
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