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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。医薬品産業強化総合戦略ではイノベーションの推進の必要性が強く打ち出され、また、同時に後発医薬

品の使用促進については具体的目標値を設定して実現に向けた施策がとられています。グローバルな視点で

も、国際薬事規制調和戦略が策定され、日本のレギュラトリーサイエンスを世界に発信することが掲げられ

ています。 

一方、これは皆様ご承知のとおり、本年1月から製造販売業者は製造販売承認書と製造実態の整合性に係る

一斉点検を実施したところです。2月には一斉点検実施に至る背景や一斉点検後の手続きに関する説明会を開

催いたしました。相違があった品目については、5月末までに必要な薬事手続きを行いましたが、その数、割

合は7割というものでした。6月には「医薬品の製造販売承認書に即した製造等の徹底」に関する通知が発出

されています。 

また、製造販売後安全管理業務に関しては、昨年、社内体制等に関する自主点検を行ったところですが、

本年8月、再度、自主点検のフォローアップを行っています。 

最近、製造販売業者に対して行政処分が発生している事実があります。製造販売業者において重要な役割

を担っている、総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者、いわゆる三役体制の機能や実際の

業務、特に製造販売業者における三役体制のガバナンスに焦点を当てた通知を9月に発出したところです。 

また、併せて各製造販売業者における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。多

くの製造販売業者から回答をいただきましたこと、皆様、どうもありがとうございました。現在、薬制委員

会、品質委員会、安全性委員会で調査結果の取りまとめを行っているところです。取りまとめたものは、改

めて皆様にフィードバックする所存です。 

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 



―  ― 2 

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。そ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。 

 

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。 

 一昨年度は、健康・医療戦略推進法が制定され、

健康・医療戦略、日本再興戦略・改訂2014等の戦

略が立て続けに策定され、今年も日本再興戦略

2016などが策定されました。 

 本日は、一昨年度策定された日本再興戦略等に

掲げられている薬事行政関連の施策の進捗状況等

を中心にご説明します。 

 まず、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。 

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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 それでは、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。 

 

 

 

 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する予定で

す。 

 

 第１回の検討会議を本年４月に実施しており、

８月よりスイッチ OTC医薬品の候補となる成分の

要望の受付を開始しております。 

 

 

 

 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、本年５月20日

付けでガイダンスを発出しております。 

 

 

 

 次に、先駆けパッケージ戦略についてご説明し

ます。 

 

 平成26年６月に閣議決定された日本再興戦略改



―  ― 5 

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

ージにおける活動を支援し、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ひとつ

の制度として、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、指定基準につきましては、こちらに示す

１～４を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

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。 
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 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。 

 

 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、応募があった品目に対して

審査管理課がヒアリングを行い予備的審査を行い

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、予備的審査を通過した品目

について指定申請を受け付け、PMDAによる事前評

価を実施。指定基準に照らして特に優れていると

判断されたものを昨年10月27日に指定・公表しま

した。 

 

 

 

 医薬品として指定した６品目はこれらのとおり

です。 

 

 また、今年度以降の運用については、今回の試

行的運用の状況を踏まえて検討することにしてい

ます。 

 

 

 

 次に、日本版コンパッショネートユースについ

てご説明します。 

 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（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、来年度（つまり

昨年度）から運用を開始することとされています。 

 

 これを踏まえ、次のスライドで、日本版コンパ

ッショネートユースについてお示しします。 
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 日本版コンパッショネートユース、現在はスラ

イドにありますように人道的見地からの治験参

加、として整理したものになりますが、その概要

についてご説明します。 

 我が国では、医薬品の臨床的使用は、品質、有

効性及び安全性の確保の観点から、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。 

 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。 

 今般、治験の参加基準に満たない患者に対する

人道的見地からの未承認薬等の提供のあり方につ

いて、関係者の意見を聴取して実施可能性も考慮

の上、「人道的見地から実施される治験」（以下「拡

大治験」という。）として整理しました。 

 本制度は、法令的には既存の枠組みである治験

制度の下に実施されることから、主治医からの要

望に基づいて国が治験依頼者又は自ら治験を実施

する者に対して拡大治験の実施の検討を要請する

点や患者に一部の費用負担を求めることもあり得

る点等を除き、原則として既存の治験の取扱と同

様としています。 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 順調にいった場合の流れは次のとおりです。 

患者さんは主治医を通じて参加の意思を企業に

示し、主治医は治験実施医療機関の医師と医学的

見地から拡大治験参加の妥当性等を検討します。 

 妥当となれば、主治医は企業に対して拡大治験

の参加を要望し、企業は拡大治験の実施の可否を

検討し、実施計画書を作成、PMDAへ届出た上で、

晴れて患者さんは拡大治験に参加できます。 
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 人道的見地からの治験への参加の具体的な流れ

についてご説明します。 

 次のスライドにイメージ図がございますので、

あわせてご覧ください。 

 

 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（主治医）

に回答していただきます。 

 

 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。 

 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。 

 

 

 

 この制度は、患者さんや主治医が、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

業のどこに連絡するのか、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。 

 

 

 

 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、100企業等、約400成分、676の治験

が掲載されています。 

 また、拡大治験は２成分の２つの治験が掲載さ

れています。 
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 次のセッションでは、国際関係での厚生労働省

の取組みについてご説明します。 

 

 

 

 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、国際的に高いレベル

に向上しました。これを受け、日本の薬事規制を

世界に向けて発信していくため、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・公表しました。 

 本戦略では、医薬品・医療機器等分野における

国際規制調和や国際協力を戦略的に推進していく

ことで、薬事規制に関する我が国の知見をアジア

をはじめ国際社会に発信し、世界の保健衛生の向

上に一層貢献することを目指しています。 

 また、これに併せて日本の医薬品・医療機器産

業を活性化する効果も目標としています。 

 ２点目で同戦略の目玉の事業として、本年４月

にアジア医薬品・医療機器トレーニングセンター

を PMDAに設置しました。 

 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。 

 ３点目は、日本が国際規制調和の議論を主導す

るため、日本が開催国となる主な国際会議を示し

ました。 

 ・１つ目は９月に開催した世界薬局方会議で、

世界の薬局方で国際調和を促進するための共

通の指針文書を作成しました。 

 ・２つ目は10月12日から名古屋で開催する Self

－CARER で、アジア地域の OTC 医薬品の規制

調和等を目指しています。 

 ・３つ目は新薬のガイドラインを作成する ICH

で、11月に大阪で開催します。 

 ・４つ目は、来年秋に、世界各国の薬事規制当

局の責任者が集まる「薬事規制当局サミット」

を日本が主催します。 

 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。 

 

 

 

 このスライドからは重要な取組みについてさら

に詳しく説明したいと思います。 

 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。今後は ICH

ガイドラインがグローバルに普及する方向である

と見込まれます。 
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 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回目となる来年では日本は

初めて主催国となります。 

 サミットでは、日、米、欧、中、ブラジルなど

22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。 

 さらに、同時期に ICMRAという会議を併せて開

催します。ICMRA では、より具体的な課題に対す

る取組みを議論する場として、医薬品の安定供給、

市販後安全性監視、健康危機管理などの課題につ

いて、国際的な協調活動を行う観点から議論を行

っています。 

 薬事規制当局サミットは、厚生労働省にとって、

世界の主要国の薬事規制当局が集まる場で主導的

な役割を担う重要な機会になります。 

 

 

 

 こちらのスライドでは、地理的な近さや市場の

拡大等から重要な相手であるアジアとの連携につ

いてお示ししています。 

 まず重要なのは、アジア医薬品・医療機器トレ

ーニングセンターを設置したことで、アジアの規

制当局に対し薬事規制に関するトレーニングを実

施しています。 

 次に、二国間の活動でも、戦略の公表から１年

あまりの間にいくつか成果が出ました。 

 ・昨年７月にはインドが、日本の PMDAや登録認

証機関による医療機器の品質確認結果を受け

入れるようになりました。 

 ・また、タイが医薬品の簡略審査制度を設立し、

日本を対象国に含めました。台湾も本年７月

に日本を対象国に追加しました。簡略審査制

度は、国により実施の方法が異なりますが、

他国での承認を基礎として、承認申請時の提

出資料や承認審査過程の一部を簡略化するこ

とにより、承認を迅速に行う制度です。日本

で承認された新薬へのより早期のアクセスが

期待されます。 

 ・韓国やインドの薬事規制当局とは、協力覚書

（MOC）を署名し、合同シンポジウムを開催す

るなど、協力関係を強化しています。 

 多国間の活動としては、アジア太平洋地域の

APEC でトレーニングの活動のプログラムを実施

することで、ICH ガイドライン等の普及拡大を目

指しています。特に、多地域臨床試験プロジェク

トで日本が中心になって研修を進めています。 

 

 

 

 アジア医薬品・医療機器トレーニングセンター

の活動について図示したものがこちらになりま

す。 

 研修のタイプとしては、 

  ・日本にアジア各国から招聘して行うもの、 

  ・アジアトレセンのスタッフが現地を訪問し

て周辺国からの参加者も含め研修を行うも

の、 

  ・APECの研修施設として PMDAが行うもの 

の３つがあります。２つめの現地訪問する研修に

ついては、本年はタイと台湾で実施します。 

 日本の規制を情報発信することで、アジア各国
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が日本の規制を理解し自国の規制制度に取り込む

ことや、国際調和の進展などの効果が出ることが

見込まれます。 

 

 

 

 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

ています。 

 

 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 その他、ドラッグラグ・開発ラグ解消のための

取組について資料を付けていますのでご覧くださ

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。 



―  ― 12 

 「PMDAの新たな取組みについて」お話しさせて

いただきます 

 まず、本年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ご説明させていただ

きます。 

 こちらのスライドでは、申請電子データを用い

た先進的な解析・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、開発の意思決定に於いて、

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

データ利用のための具体的検討に取り組んでおり

ます。 

 具体的には、承認審査の際に PMDA自らが申請電

子データを解析することで審査の効率化・高度化

を図るとともに、蓄積したデータを用いて、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。 

 こちらのスライドでは、申請電子データを用い

た先進的な解析・予測評価方法を用いた審査・相

談体制確立に関する中長期的な展望についてお示

ししていますが、この内容については変更される

可能性があることにご留意いただければと思いま

す。 

 申請電子データの受け入れを開始する本年度に

おいては、申請電子データの滞りない受け取り・

適切に管理するとともに、平成30年度までに個別

品目の審査において電子データの利用を定着さ

2. ＰＭＤＡの新たな取組みについて

医薬品審査管理課 
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せ、有効性・安全性の予測向上を図るとともに、

毒性試験・製造販売後調査等への電子データ利用

に関する検討を進めることにより、承認申請のペ

ーパーレスの促進を図っていきたいと考えており

ます。 

平成31年から33年度においては、申請電子デー

タの蓄積がある程度進んでいると考えられること

から、これらのデータを各種ガイドラインや留意

事項作成に活かしていくとともに、品目横断的な

検討や疾患モデル構築に関する検討を本格化させ

ていきたいと考えております。 

 続いて、平成34年から35年度には、それまでに

検討・構築した品目横断的解析結果に基づき、疾

患モデルや疾患別ガイドラインを策定する等、医

薬品開発の効率化に貢献できるような成果を示し

ていければと考えております。 

 本スライドでは、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

まとめております。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。 

 なお、スライドの５行目に記載している技術的

ガイドについては、平成28年８月24日付けで一部

改正を行い、申請予告が可能になる時期を申請予

定日の５週間前に改めております。なお、申請予

告については、後ほど具体的にご説明いたします。 

 また、７行目に記載している FAQ についても、

今後蓄積される申請電子データ提出の実績や、

PMDA に寄せられるご質問等を基に定期的に改訂

する予定としております。 

 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。 

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
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という国際規格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。 

 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

験のデータのみを提出すること等が許容されま

す。経過措置期間が終了した平成32年度からは、

提出対象となる試験の全てについて、申請電子デ

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、申請電子データの提出内容やバ

リデーションルール違反に関する事前説明を行な

う場合等については、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。 

 次に、申請電子データシステムの流れについて、

簡単にご説明します。 

 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、従来窓口に

提出していた FD申請データ、eCTD、申請電子デー

タ等の電子ファイルをインターネットを利用して

提出可能になります。 

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、バリデーション終了後にデ

ータ受領可否判断及びデータ充足性確認を承認申

請受付後２週間以内に行ないます。これらにおい

てデータ不備が確認された場合は、PMDAからデー

タの修正を指示します。この際、データが再提出

されるまでの期間は審査は開始されず、総審査期

間から除外されますのでご留意ください。 
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 最後に、ジェネリック医薬品に関してです。本

邦では、ジェネリック医薬品の使用促進のため、

様々な施策が進められており、平成29年度中に

70％以上とし、平成30年度から平成32年度末まで

の間のなるべく早い時期に80％以上とするとの目

標が定められております。その施策の一つとして、

審査の効率化や透明性確保があり、これらについ

てご説明します。 

まず、審査報告書についてです。 

 再審査終了後、ジェネリック医薬品として初め

ての有効成分を含有する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。 

続いて、申請資料の CTD化についてです。 

薬食審査発0311第３号通知により、平成29年３

月１日以降に行われる後発医薬品等の承認申請に

ついては、添付資料の CTD形式による提出が原則、

必須となりました。それ以前の申請においても

CTD を添付資料の正本として申請することは可能

です。CTD形式を正本として提出する場合は、eCTD

申請を除き申請時に CTDの紙媒体での提出が必要

になります。CTD 作成時には当該通知のチェック

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。なお、現在 CTD申請トライアル

を実施中ですので、必要に応じて利用されること

をおすすめいたします。 

 このようなジェネリック医薬品の申請資料の

CTD 化の利点は、まず、各社様々な工夫等が施さ

れた個別品目の開発の経緯や、規格・試験方法等

の設定根拠の詳細が網羅されるようになり、申請

者と審査側とのコミュニケーションが深まるとい

うことです。その結果、照会事項の減少や申請者

自らが提出資料の過不足を判断できると思われま

す。また２点目として、審査報告書と CTD をリン

クさせることで、審査開始時点において終了形を

見据えた審査を実施できるようになります。さら

に、現在は含量規格ごとに資料の提出が必要でし

たが、CTD 化により複数規格が１つの CTD におさ

まるためリソースの節約や、含量違い製剤につい

ての対応がより簡便になることにより、信頼性の

向上と審査の効率化が期待されます。四点目とし

て、申請者側のメリットとして、CTD を通じて開

発時の製剤情報等が製造現場までの適切な情報共

有のツールとなり得ると思われ、例えば、承認後

の一部変更承認申請時にも活かせると考えており

ます。同様に、審査側としても品目情報の蓄積が

図られ、適切な審査がスムーズに行えると考えま

す。最後に、後発医薬品においてはよく原薬の問

題がクローズアップされますが、MF（マスターフ

ァイル）開示パートを的確に把握することにより、

MF登録者との連携がより一層強化され、これら問

題の解決の糸口になると考えます。 

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。 
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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対策についてご説明

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。 

3. 医薬品等審査業務について

医薬品審査管理課 
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 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）央に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

れています。 

 この「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いたいと考えて

います。 

 ジェネリック医薬品品質情検討会の議事内容、

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。 

 特に、国立医薬品食品衛生研究所ホームページ

においては、ジェネリック医薬品品質情報検討会

の専用ページが平成27年６月にリニューアルさ

れ、見やすくなっていますので、ぜひご活用いた

だければと思います。 

 また、ホームページにおける検討会結果の公表

については、よりわかりやすい情報提供という観

点から平成25年４月より物質毎の一覧も追加して

おります。 

 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。 

 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
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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．６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、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。

 後発医薬品の最後に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ヶ月、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。 

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。 
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 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

します。 

 15薬効群で定められ、その承認権限が都道府県

知事に委任されております。 

 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、平成27年３月25日には、「かぜ薬、

解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬」の４つ

の基準について承認前例に基づく新規成分の取り

込みや、わかりやすい効能表現、日本薬局方等の

公定書の改正に準じた整備等を行いました。 

 

 

 

 平成28年度は、このスライドにお示しするよう

に、一般用医薬品の漢方製剤、生薬製剤ついて地

方分権の観点から承認基準を策定する予定です。 

 「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

なされております。 

 このため、平成28年度中に 

 ・都道府県知事が承認する医薬品の種類を定め

る告示に一般用漢方製剤のうち日本薬局方に

収載されている28処方を追加する改正を行う

とともに 

 ・一般用生薬製剤の製造販売承認基準を策定し、

通知として発出する予定 

 です。 

 また、平成29年度には本年度に通知として発出

する「一般用生薬製剤製造販売承認基準」（30品目

収載予定）のうち煎剤として服用するものの承認

権限を都道府県に移譲するための告示改正を行う

予定です。 
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平成28年３月に２つの消炎酵素製剤、リゾチー

ム塩酸塩とプロナーゼについて再評価が行われま

した。 

 このうち、一般用医薬品についても対応が必要

となった「リゾチーム塩酸塩」について、お話し

します。 

 「リゾチーム塩酸塩」については、慢性副鼻腔

炎と気管支炎等の喀痰喀出困難に対して、再評価

指定がなされましたが、このうち慢性副鼻腔炎に

ついては、効能の一部を削除する一部変更申請が

なされ、平成27年12月11日で承認されています。 

 一方、気管支炎の喀痰喀出困難の効能・効果に

ついては、４社17製剤が対象となっていました。 

 平成７年に３月にリゾチーム塩酸塩について、

再評価結果が公示され、その際に一部効能・効果

等を改めるとともに、次回再評価までに更なる資

料の整備を求めました。 

 平成23年６月及び12月の再評価部会において、

再評価指定の要否の検討を行った結果、平成24年

１月に再評価を受けるべき医薬品として指定を

し、平成27年５月末までの資料提出を求めました。 

 提出された資料に基づき平成28年３月に開催し

た再評価部会及び薬事分科会で審議を行った結

果、「気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症」につ

いて、現時点における医療上の有用性が確認出来

ませんでした。 

 医療用医薬品での再評価の結果等を受け、一般

用医薬品についても対応が必要となったため、 

リゾチーム塩酸塩を含有しない医薬品への切り

替え（迅速審査）に関する通知を発出したほか「鼻

炎用内服薬」及び「鎮咳去痰薬」の製造販売承認

基準から「リゾチーム塩酸塩」を削除する改正を

行いました。 

 このスライドでは、医薬部外品の申請区分の改

正について示しております。 

 医薬部外品の申請区分につきましては、申請区

分とその定義が見直され、新たな区分分けを行っ

ております。申請の際には平成26年11月21日付け

の医薬食品局長通知の定義等を確認の上、ご注意

下さいますようよろしくお願いいたします。 

 また、平成26年11月25日付けの事務連絡で Q&A

（その１）を、平成27年８月26日付けの事務連絡

で Q&A（その２）を発出しておりますので、こち

らについてもご確認下さい。 
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 このスライドでは、医薬部外品の申請に必要な

添付資料を示しております。 

 ニの「安全性に関する資料」に「11 ヒトにお

ける長期投与（安全性）試験」を加えております。 

 平成26年11月25日付けの Q&Aでは、ヒトにおけ

る長期投与（安全性）試験については、投与期間

は12カ月、評価対象例数として100例以上を確保

し、皮膚科専門医の管理下で実施することとして

いますのでご留意下さい。 

 

 

 

 このスライドでは、医薬部外品の申請区分毎に

必要な添付資料について示しております。 

 区分（１）の新有効成分含有医薬部外品は、ヒ

トを対象として「長期投与（安全性）試験」成績

の添付を求めるほか、区分（２）－１から（２）

－５までの区分についても必要に応じて成績の添

付を求めることとなりますので、ご留意下さい。 

 

 詳細については、発出された通知等をご確認下

さい。 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 本年度は、平成28年６月２日の閣議決定を受け、

「ビタミン含有保健剤」の効能・効果表現を「生

活者の視点から見て分かりやすい表現に読み替え

る」改正を行う予定です。 
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次に、日本薬局方の改正についてご説明します。 

 日本薬局方、以下、局方と略させていただきま

す。日局は、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。 

 直近の大改正である第17改正は平成28年４月１

日に施行されており、現在は来年に施行予定の第

17改正第一追補について作業を進めております。 

 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、本年７月19日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、

パブリックコメントの実施、薬事分科会での報告

を行ったところです。 

第17改正の概要についてご説明します。 

 通則につきましては、製造工程管理に関する「製

造要件」、残留溶媒に関する規定、意図的に混入さ

れた有害物質の項などが新設されております。 

 一般試験法につきましては、糖鎖試験法、粘着

力試験法、皮膚に適用する製剤の放出試験法など、

５つの試験法が新規に収載されております。 

 医薬品各条につきましては、76品目が新規収載、

472品目が改正、10品目が削除となっており、収載
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品目の合計は1,962品目となりました。 

 

 標準品につきましては、品目の改正を行うとと

もに、参考情報において関連用語の定義の明確化

などを行っています。 

 

 容器・包装につきましては、製剤総則に「製剤

包装通則」を新設し、容器・包装の用語、定義お

よび規定の整備を行っております。 

 

 その他、国際調和された事項を参考情報に収載

する等の改正も実施しております。 

 

 

 

 今後の日本薬局方において標準品の供給が今ま

で以上に重要になってくるものと考えております

が、改めて標準品製造業務について、根拠となる

省令をお示ししておりますのでご確認いただけれ

ばと思います。 

 

 

 

 日本薬局方外生薬規格については、平成26年度

から改正に向けた検討に着手し、平成27年12月25

日付薬生審査発1225第１号「日本薬局方外生薬規

格2015について」（審査管理課長通知）にてお示し

できました。 

 今回の改正では、収載品目の規格の見直しを行

うとともに、19品目の生薬規格を設定することが

でき、合計75品目となりました。 

 

 

 

 

 

 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
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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。 

 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。 
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 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。 

 血液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

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。 

一斉点検の結果と今後の対応について 

今年１月に大臣承認医薬品について、医薬品製
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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、担当者を増員するなど数ヶ月で点検終了、

その後、相違解消のための薬事法における手続を

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。 

 まず、重要なことは、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、相違等が見つかればためらわず

報告することです。 

 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。 
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 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、今一度、外国

製造業者との間の報告連絡体制の見直しにつきま

して、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、当該

代行者が医薬品医療機器法に基づく薬事手続の本

質を理解頂いた上で、自らの役割を認識すること

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。 

 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。 

 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。 
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 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。 

 本日は、医薬品の市販後安全対策として、医療

用医薬品添付文書記載要領改正、医療情報データ

ベース（MID-NET）、医薬品リスク管理計画（RMP）、

安全性情報の収集と提供、適正使用の徹底、医療

安全に係る最近の話題の６点についてご説明しま

す。 

 まず始めに、医療用医薬品添付文書記載要領改

正についてです。 

 現行の医療用医薬品の添付文書記載要領は平成

９年４月25日に発出された、お示しする２本の厚

生省薬務局長通知により規定されております。そ

の後、IT技術の進歩や医療の進歩、高齢化の進展

等、医療を取り巻く状況が変化し、添付文書のあ

り方を見直す必要があると考えられたため、厚生

労働科学研究費補助金事業を行うこととしまし

た。平成20～22年の研究事業では、全国の医療機

関に勤務する医師・薬剤師を対象にアンケート調

査を行い、現行の添付文書に対する医療関係者の

意識を伺いました。その結果、現行の医療医用医

4. 医薬品の市販後安全対策について

安全対策課 
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薬品の添付文書は「重要」と認識されていました

が、 

・添付文書の中で重複する部分が多い

・原則禁忌について、使用の可否の解釈が読み手

によって異なる

・小児・高齢者・妊産婦・授乳婦に関しては画一

的な情報で役に立たない

等の問題点が指摘されました。平成23～25年の研

究事業では、これらの問題の解決のため、記載事

項やそのあるべき順序について、検討しておりま

す。 

 これら事業の結果を踏まえて作成した、記載要

領改正案について、主な変更点を簡単にお示しし

ます。 

一つ目として、項目の通し番号を設定しました。

これは、警告以降の全ての項目に番号を付与し、

記載すべき内容がない場合は欠番とするもので、

例えば「重要な基本的注意」の項はどの添付文書

においても「８番」に書かれることになり添付文

書の読みやすさ、項目の探しやすさの向上が期待

されます。 

 二つ目として、原則禁忌を廃止し、「禁忌」、「重

要な基本的注意」等、その他適切な項目へ記載す

ることとしました。厚生労働科学研究により明ら

かにされたように、従来の「原則禁忌」が読み手

により解釈が異なることへの対応です。 

 三つ目として、慎重投与を廃止し、新設する「特

定の患者集団への投与」や、「重要な基本的注意」、

「用法用量関連注意」等のその他の項目へ記載す

ることとしました。 

 四つ目として、現在の妊産婦・授乳婦・小児・

高齢者等への注意は先ほど申した「特定の患者集

団への投与」を新設し、こちらにまとめて記載す

ることにいたします。本項には、妊婦・生殖可能

な男女・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サブ項目に分けて記載し

ます。 

 五つ目として、「副作用」の項に発現頻度が高い

副作用や投与継続に影響を及ぼす主な副作用があ

る場合は、必要に応じて前段に概要を記載するこ

ととします。 

 これら改正案については、本年５月31日から７

月15日までパブリックコメントを実施しており、

現在、いただいたご意見を整理しているところで

す。それらのご意見を踏まえて、今年度中に新記

載要領を規定する局長通知を発出予定であり、平

成31年４月以降に適用することとしています。新

記載要領への移行については、一定の移行期間を

設ける予定としており、これについては、通知発

出の際に示す予定です。なお、原則禁忌の廃止等、

添付文書の届出システムの改修によらず対応可能

な一部改正点は平成31年４月以前に適用する可能
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性があることにご留意ください。 

次に、医療情報データベースについてです。 

 現在の副作用報告制度の限界として、その医薬

品を投与されている人数を把握できない（分母が

不明のため発生頻度が不明）、他剤との副作用発生

頻度の比較、安全対策措置前後での副作用発生頻

度の比較等ができないこと、原疾患による症状と

「副作用」の鑑別が難しいこと、医薬関係者が報

告しなければ、副作用の存在がわからないことが

挙げられます。 

これに対し、医療情報を活用することによって、

これらの安全対策上の検討が可能となると考えら

れます。例えば、同種同効薬との発現頻度の比較、

医薬品を投与しなくても発症するような原疾患に

よる症状との比較、副作用発生割合を措置の前後

で比較することによる、安全対策の効果の検証が

挙げられます。 

 医療情報データベース基盤整備事業は、「薬害再

発防止のための医薬品行政等の見直しについて」

の最終提言と、それを受けて議論をされてまとめ

られた、「電子化された医療情報データベースの活

用による医薬品等の安全・安心に関する提言」を

踏まえて、「大規模データの活用により、現在の副

作用の自発報告等の限界を補い、薬剤疫学的手法

による医薬品等の安全対策を推進すること」を目

的として、平成23年度より開始いたしました。 

 本事業では、全国の10拠点の医療機関に、当該

医療機関に保有されるレセプト、電子カルテ、オ

ーダリング、検査データ等の電子的医療情報を集

積する医療情報データベースを構築するととも

に、PMDAにその分析システムを構築しています。

現在、そこに集積されるデータを試行的に活用し

て調査等を行い、副作用を分析・評価するための

検討を進めています。これにより、副作用発現症

例数の分子情報に加え、分母情報として医薬品の

処方数も評価することで、先ほど示したような安

全対策上の検討を行うことが可能となる予定で

す。 

平成23年度から平成25年度には、各協力医療機
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関と PMDAに対するシステムの開発・導入を行いま

した。平成25年度からはシステムが導入された拠

点病院から順次、標準化データベースに集積され

るデータについて、各拠点病院に保管されるカル

テ情報等をもとにその信頼性の検証（バリデーシ

ョン）を行っていますが、その作業に一定の目処

が立ったため、平成27年度からは複数の医療機関

のデータを用いた統合解析を試行的に行っていま

す。また、平成27年度からは、システムの本格運

用に向けた利活用ルールや運営に係る費用負担の

枠組み等について検討を進めています。 

 これらにより、平成30年度からのシステムの本

格運用を予定しています。 

システムの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等については、「医療情

報データベースの運営等に関する検討会」におい

て検討を進めており、７月に中間報告書をとりま

とめました。 

システムの本格運用後には、製薬企業、研究者

等も利活用可能とし、市販後安全監視やリスク・

ベネフィット評価を含めた安全対策を軸とした目

的のために利活用を可能とすることとしました。

これにより、製薬企業による製造販売後調査の中

で、この MID-NETが利活用されることが期待され

ます。 

 また、利活用のルールについては、事前審査を

行ったうえで、利活用者自らがオンサイトセンタ

ー等で解析を実施し、得られた結果は原則公表す

ることとしました。 

 そして、費用負担の枠組みについては、利活用

者が利用料を負担することを基本としつつ、シス

テムを安定稼働させるため、一定期間は国費及び

安全対策拠出金により財源を確保することが必要

とされました。 

 利活用のルールと費用負担の枠組みの詳細につ

いては、今後ワーキンググループを開催してさら

なる検討を進め、平成30年度にシステムの本格運

用を開始して、薬剤疫学手法による医薬品の安全

対策を推進することを目指しています。 

 次に、医薬品リスク管理計画、RMP についてで

す。 

 既にご存知のことと存じますが、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

に規定し、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こととしております。また、

製造販売後調査は RMP における安全性監視活動の

一つに位置づけられることから、RMP 作成者であ

る総括製造販売責任者または安全管理責任者は調
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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、品目によっては数十ページになることも

ある RMP の利活用を推進するために、平成28年３

月31日、「医薬品リスク管理計画書の概要の作成及

び公表について」と題した二課長通知を発出し、

RMP の概要を作成することとしました。この概要

では、各検討事項及び活動の名称とそれらに対応

するページ番号を１ページに集約するとともに、

該当箇所に移動できるようリンク機能を付与しま

した。本年５月９日より施行しており、新たに RMP

を作成する場合には概要を付すこと、既に公開済

みの RMP では１年以内に概要を作成し、届け出る

こととしております。 

 

 

 

 概要についてはこのようなイメージでございま

す。 

 二課長通知の別紙様式は製薬協作成のフォーマ

ットとは異なっておりますので、概要作成の際に

はご注意ください。また、RMP の公表資料等を PMDA

に提出する際の留意点に関して PMDA 安全第一部

長通知が発出されておりますので、各社で確認の

上、公表資料を提出するようお願いいたします。 

 

 

 

 また、平成28年７月29日付けで「医薬品リスク

管理に関する質疑応答集（Q&A）その４」を発出し

ました。 

 例えば、QA１では、一変承認時に新たに RMP作

成が承認条件となった場合、作成前から実施して

いる、既承認効能効果に関連する「追加の活動」

の記載については「実施状況」に注釈を付し、欄

外に「RMP 策定以前より開始」の旨を記載するよ

う求めています。 

 

 

 

 また、この質疑応答集では、後発品 RMP に関す

る QA も含めております。 

 例えば、QA２では、効能効果ＡとＢが存在し、

Ｂの一変承認時に初めて RMP を作成した先発医薬

品に係る後発医薬品について、Ｂが再審査期間中

であることから効能効果Ａのみを申請する場合は

RMPの提出を不要とする旨を示しております。 
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 最後にこれまでに発出された RMP 関連通知につ

いて一覧にまとめました。 

 赤字のものが今回ご説明したもので、「QA その

４」は先ほどご説明した QAの他に、Ｑ３から８で

も、後発品の RMPに関する Q&Aを取り上げており

ますので、ご一読ください。 

続いて、安全性情報の収集と提供についてです。 

 医薬品は、使い方によっては、目的とする効果

を十分に発揮しない場合や、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

な使用方法を検討するとともに、臨床現場に対し

て、適正使用のため最新の情報の提供を行うこと

が必要です。 

 医薬品医療機器法第68条の２においては、情報

の収集に関して、製薬企業には、情報収集の努力

義務、医薬関係者には、情報収集活動への協力努

力義務が課せられており、また、情報の提供に関

して、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。 

 情報の提供等を規定した医薬品医療機器法の第

68条の２の具体的な条文です。 

 第１項には、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・検討し、医薬関係

者に提供すること、 

 第２項には、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項には、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。 
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 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、その結果は医薬品の安

全対策に活用されているところです。 

 

 

 

 適正使用の情報の大きな部分を占める、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、

2015年度には約57,000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に基

づいて、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

要ないか等を検討できるよう、詳細な情報の収集

に引き続きご協力をお願いします。 

 

 

 

 医薬品の製造販売あるいは製造に関わる皆様に

は、副作用報告に基づき安全対策を講じることが

求められており、その具体的な対応としては 

・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 

・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ードバックの

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、自社の医薬品をより良いものに育ててい

ただくだめにも、これらをきちんと繰り返して、

蓄積していただきたいと考えております。 

 

 

 

 また、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。 

 

 

 

 続きまして、平成27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です。１事例目の

対象企業は、ファイザー株式会社です。報告義務

の対象となる212例の副作用を MRが把握していた

にもかかわらず、定められた期限内に報告しなか

ったことが判明しました。これに対し、①全社員



―  ― 35 

について、知り得た全ての副作用等を安全管理統

括部門に報告すべき対象であることを安全管理業

務手順書に明記する等の手順書の整備と、②適切

な副作用報告業務を実施できるよう、全社員に対

する教育訓練を行う内容の業務改善を９月１日に

命じました。 

２事例目の対象企業は、ノバルティス ファー

マ株式会社です。副作用報告システム障害により、

（１）医薬品の5,475症例の副作用を定められた期

限内に報告しなかったこと（２）治験薬の154症例

の副作用を定められた期限内に報告しなかったこ

とが判明しました。これに対し、①副作用報告義

務違反を確実に回避するための措置に万全を尽く

すべきことを全社員に徹底し、再発防止を期する

ことと、②システムの障害等、副作用報告を遅延

させかねないような事態が発生したとしても、対

応の遅れにより期限内に副作用報告ができない事

態が発生しないよう、代替手段により確実に報告

が行える体制を構築する等の業務改善を11月13日

に命じました。 

厚生労働省では、平成27年２月24日から処方箋

医薬品の製造販売会社である第一種製造販売業者

に対して、①安全管理業務に関する社内体制と②

再審査期間中の医薬品について未報告の副作用の

有無、について自主点検と、その結果の報告を求

め、集計結果は平成27年９月１日に公表を行いま

した。①については、20社において安全管理統括

部門へ報告すべき副作用等が業務手順書に明確に

は記載されていないとの報告がありました。なお、

既に全社改善済みです。 

 また、②については、５社で合計46症例69件の

副作用報告漏れが報告されていました。しかしな

がら、自主点検依頼に対して、社内体制に問題が

無く、未報告の副作用情報はないと報告したメル

クセローノ株式会社から、自主点検通知の対象と

なる副作用情報について、当局への報告漏れがあ

ったとの報告があり、本年８月３日に修正公表を

行いました。報告漏れの原因は、講演資料等ある

いはコールセンターに寄せられた患者情報にあっ

た副作用を見落としたことや、MRが報告対象外の

副作用と誤って判断したことにより、副作用情報

が安全管理統括部門に報告されなかったこと、安

全管理統括部門での使用成績調査票に対する確認

が不十分で、有害事象の症例を認識しなかったこ

と等が挙げられます。 

自主点検の依頼に対する対応が不十分であった

メルクセローノ株式会社の事案を受け、本年８月

３日、製造販売後安全管理業務に係る社内体制等

に関する自主点検のフォローアップの依頼通知を

発出しました。社内体制や手順書への記載・記録

の状況等再確認するとともに、未報告の副作用情

報がないか改めて確認し、問題があれば速やかに

厚生労働省に報告するようお願いします。 

 また、皆様方には、これまでお話しした処分事

例等を教訓として、通常の医療機関の自発報告以
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外に、アンケート調査、医療関係者から入手した

講演資料、使用成績調査票等に基づく有害事象も

安全管理統括部門に報告されることになっている

か、MR以外に有害事象の情報を把握した者も安全

管理統括部門に報告することになっているか、副

作用報告システムに障害が起きたとしても、報告

に関する代替手段が整備されているか、また、そ

のための教育訓練等が適切にされているか、等に

ご留意いただくとともに、適切なタイミングで社

員の教育訓練を行う等安全性情報に対する意識が

鈍化しないよう対応お願いいたします。 

 

 

 

 製造販売業者の各責任者の役割についても、改

めて各社で再確認していただきたいと思います。

現在、今申し上げた副作用等報告の遅延事例や、

一般財団法人化学及血清療法研究所の事案等、製

造販売業者に対する行政処分が多発している状況

にあります。また、一斉点検の結果、約７割の品

目に軽微変更届が必要な相違が認められたという

ことで、製造販売承認書と製造実態の齟齬も見つ

かっています。 

 このような状況を踏まえ、製造販売業者で重要

な役割を担う、総括製造販売責任者、安全管理責

任者及び品質保証責任者、いわゆる三責に関して、

その職責・業務内容の確認を通じ、実態を把握す

る必要があると認識しております。 

 今後、三責のより適切なあり方について、検討

していきたいと考えておりますので、各社におか

れましてもこの機会に再度その職責を十分に果た

しているか振り返っていただくようお願いいたし

ます。 

 

 

 

 次に、副作用被害救済制度において、不適正使

用により不支給となった事例を踏まえた安全対策

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28年３月末までに、15,206件の救済給付が

行われた一方、2,875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27年度には、1,279

件に支給決定され、221件に不支給決定されまし

た。 
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 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、「医薬品より発現したと認められな

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30％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。 

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。 

 最後に、医療安全に係る最近の話題についてご

紹介します。 
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 医療用医薬品へのバーコード表示についてで

す。 

スライドには、医薬品のバーコード表示の経緯

を示していますが、本件は、当初、医療現場や薬

局における、医薬品の取り違えによる医療事故を

防止するため、人だけに頼らず、機械的に区別す

る新たな対策が必要であるとされたことが起点と

なります。 

 そして、コードの標準化等の検討を重ねまして、

平成18年９月に「医療用医薬品へのバーコード表

示の実施要項」を示すに至りました。 

 その後、特に流通効率化や、トレーサビリティ

強化の観点から、要項の一部改訂が行われており

ます。最近の改訂は８月30日付の経済課等との連

名通知として、元梱包装単位（流通段ボール箱）、

販売包装単位（100錠箱等）に関して、ロット番号

等の変動情報のバーコード表示を必須とすること

を要請させていただきました。 

なお、同時にパブコメを実施しました共通商品

コードの変更運用について、過去の要項から標準

的な考え方を示してきたものですが、もう少し具

体的に記載した方が、各企業もどういうケースで

コードを変えるべきかを極力悩まなくて済む、と

いうこともありますので、もう少し確認を進めて

改正することを予定しております。 

 表示項目からまとめますと、医療用医薬品にお

ける、包装形態ごとのバーコード表示の項目につ

いては、表のとおりです。 

 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、昨年度に、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、７月15日に通知

を発出しております。 

 通知内容の概要としては、包装容器の対応につ

いては、製薬企業による対策に加え、薬局窓口で

も工夫対応いただけるものがあると大方針を整理

した上で、連携して実現可能な対策を検討いただ
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こう、というものです。 

 最初から個別企業や各施設にて良かれとする対

応を実施して頂きたい、というのではなく、まず

は業界や会としてのレベルでの連携した検討を進

めていきたいと考えており、関係者と具体的な調

整をしていく予定です。 

 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。医薬品の製造販売あるいは製造に関わる

皆様とともに、必要な安全対策を実施し、医薬品

をより良いものに育てていきたいと考えておりま

す。 

 本日はご清聴いただき、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

対策、広告規制、輸入監視、そして GMP 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27年４月１日現在で、薬事監視

員総数は4,035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。 

5. 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をもつ、または届出

された施設は、60万施設を超えるところ、そのう

ち年間20万施設に対し、立ち入り検査を実施して

おります。（表の上から２番目の項目にある立入検

査施行施設数のカッコ内の数値は、医薬品等を業

務上取り扱う施設や指定薬物を取り扱う施設に立

ち入りした数を除いたものとなります。） 

 この立ち入り検査の中で違反が発見される施設

の数はおおむね年間で１万施設前後で推移してお

り、違反発見数にすると、直近集計年度である平

成26年度で年間約１万５千件ございます。 

 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26年度で２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

26年度で597件ありました。 

 うち、医薬品がもっとも多く335件あり、健康食

品が181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181件のうち176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27

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27年度の１年間においては、医薬品が122

件、医薬部外品が９件、化粧品が74件、医療機器

が452件、再生医療等製品が１件の合計658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27年度

は、医薬品について、クラスⅠ回収が19件、クラ

スⅡ回収が93件、クラスⅢ回収が10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８件、クラスⅢ回収が１件。化粧品は、ク

ラスⅠ回収が０件、クラスⅡ回収が69件、クラス

Ⅲ回収が５件でした。 

 一番下の合計の行になりますが、お手持ちの資

料では、クラスⅡ、クラスⅢ及び合計の記載に間

違いがありまして、 

 正しくはそれぞれクラスⅡが598件、クラスⅢが

39件、合計が658件でした。 

申し訳ありませんが訂正をお願いいたします。 
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 ここからは、各論についてご説明させていただ

きます。 

 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。 

 

 

 

 インターネットの普及など、医薬品の入手手段

の多様化により、日本には、偽造医薬品はないと

いうのは、もはや過去の話となったと考えていま

す。 

 特に、平成26年６月から、一般用医薬品のイン

ターネット販売制度がスタートし、インターネッ

トで医薬品を購入することが、国民にとって、よ

り身近なものになってきている、といった環境の

変化があります。 

 偽造医薬品に対する対策としては、大きく３つ

にカテゴライズできると考えています。 

 一つめは、見つけ出すこと。二つめは、偽造医

薬品を使わせないこと。三つめは、輸入させない・

作らせないこと。 

 偽造医薬品を見つけ出すために、厚生労働省に

おいては、インターネット監視、買上調査、通報

窓口の設置といった対応を図っています。 

 使わせないために、啓発活動に取り組んでいま

す。 

 輸入させない、作らせないために、日本の場合、

偽造医薬品の不法製造問題よりは、水際対策、個

人輸入対策が求められていると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省における偽造医薬品を含む無承認医

薬品への対応として、インターネット対策の全体

像を図でお示しします。 

 厚生労働省では、従来より、偽販売サイトや偽

造医薬品等の監視を実施しており、平成26年度よ
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り取締りの強化を目的として、レジットスクリプ

ト社に委託して、インターネットパトロール事業

を開始し、国内外の医薬品販売サイトに対する監

視を強化しているところです。 

 さらに、あやしいヤクブツ連絡ネット事業によ

り、違法な医薬品販売等に関する相談を電話等で

受け付け、収集した情報の一元管理、提供を行っ

ています。 

 国内販売サイトに対しては、都道府県を通じて

監視指導を行い、改善されない場合は、厚生労働

省からプロバイダに対して当該情報送信の防止措

置要請をかけることになります。 

 また、海外販売サイトに対しては、海外事業者

に対して警告メールを送信し、改善されない場合

は、レジットスクリプト社によるレジストラ（や

モール事業）に対して、当該サイトの防止依頼を

行っているところです。 

なお、スライドの右下にありますが、主として

インターネットを通じて購入可能な個人輸入サイ

トについては、個人輸入による健康被害発生の防

止のため、インターネット買上調査を実施し、結

果を公表しています。 

 平成25年度のインターネット販売製品の買上調

査の結果をお示しします。 

 結果の詳細は、時間の都合上、割愛しますが、

毎年公表するとともに、実際に医薬品成分等を検

出した製品の販売サイトに対しては、警告メール

の送信等、指導・取締りを実施しています。 

 なお、平成26年度の結果については、個々の違

反製品の指導・取締りが終了したところで、公表

予定としています。 

 あやしいヤクブツ連絡ネットの事業概要をお示

しします。 

 事業内容は、大きく２つあり、啓発ホームペー

ジの開設とコールセンターの設置になります。 

 啓発ホームページでは、偽造医薬品情報、健康

被害情報等について、国内関係者（厚労省、都道

府県、製薬企業等）及び海外規制当局（米国 FDA

等）が発信する偽造医薬品情報や健康被害情報を

収集し、医師や一般消費者等に対して、一元的に

情報発信しています。 

 さらに、啓発資料を作成し、HPに掲載するとと

もに、都道府県、税関等に配付しています。 

コールセンターでは、国内消費者等から積極的

に、①健康被害、②不正使用、違法販売の情報を

収集し、それら情報を啓発や監視・取締りに活用

することとしています。 



―  ― 44 

 最後に、偽造医薬品対策については、平成28年

６月25日にとりまとめられた、「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」においても、積極的な取り組みを推進するこ

ととされています。 

 具体的には、偽造医薬品の流通阻止に向けて、

（１）諸外国と連携した水際対策の強化、（２）イ

ンターネット販売対策の強化、（３）国際連携の推

進に積極的な役割を果たすこととしています。 

ツールとしては、先ほどご紹介した、インター

ネット買上調査及びインターネット監視を推進す

ることとし、それらから得られた情報を、問題と

なる国に対して提供します。 

 また、国際的な偽造医薬品対策としては、WHO

の枠組みとして SSFFC会合があります。こういっ

た国際的枠組みに積極的に参加し、国際連携を図

ることとしています。 

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。 

 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。 
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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を明確

化しました。 

 具体的には、通報の対象国は、PIC/S 加盟国及

び欧州連合とし、対象品目は日本で GMP 対象とさ

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
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信が必要になります。 

クラスⅡ回収の場合は、回収対象製品を対象国

のいずれかに対して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、対象国いずれかに対して

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、医薬食品局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27年６月30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2015」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、平成29年央に70％以上とするとともに、

平成30年から平成32年度末までの間のなるべく早

い時期に80％以上とする目標が新たに定められて

います。 

 右下に、具体的推進策（例）とありますが、医

薬・生活衛生局では、「品質確保対策」について対

応することとなっており、具体的には、後発医薬

品の品質に関する学術的評価と監視指導を一元的

に実施することを平成28年度より進めています。 

 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、こ

れまで400品目程度を対象としてきたところです

が、今年度からは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。 
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 また、後発医薬品品質確保事業において、これ

まで検体は業者から無償での提供をいただいてい

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。 

 今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
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定医薬品等の商品名が明らかにされていること、

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。 

 

 

 

 広告の監視・指導体制の強化についてご説明し

ます。 

 先程の説明でもありました、平成26年11月21日

「医療用医薬品の広告の在り方の見直しに関する

提言」や平成26年12月11日 臨床研究に係る制度

の在り方に関する検討会の報告書により、それら

を受けた対応として、 

 医療用医薬品（主に、新規承認薬及び広告・宣

伝活動が活発な生活習慣病等の医薬品）を対象と

して、医療現場の医師・薬剤師に対する企業の販

売促進活動の状況を直接収集・評価等の上、広告

違反に該当する行為を早期に発見し、行政指導等

の必要な対応を図ることを目的に、広告監視モニ

ター制度を平成28年度より実施することと致しま

した。 

 

 

 

 研究班の提言にもあった、広告監視モニター制

度の構築ですが、平成28年度予算概算要求（2,200

万円）を行いました。 

 昨今の厳しい査定状況ですが、財務省より措置

された予算額は、およそ1,000万円です。 

 

 

 

 広告監視モニター制度を簡単に図示したもので

す。 

 

 

 

 ２月８日の規制改革会議健康・医療 WG において

「一般用医薬品及び指定医薬部外品の広告基準等
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の見直し」が議題に挙がりました。 

 ３月17日の規制改革会議健康・医療 WG において

厚生労働省より、 

①「医薬品等適正広告基準」は、その本質を損

なわない範囲で、精査

②「医薬品・化粧品等広告の実際2006」を見直

し、広告監視指導の運用をより明確化 等を

表明しました。

 ５月19日の規制改革会議において、「規制改革に

関する第４次答申」に、規制改革会議健康・医療

WG での議論のまとめが掲載されました。 

 ６月２日には規制改革実施計画の閣議決定がな

されました。 

 先程、説明した、５月19日の規制改革会議での

「規制改革に関する第４次答申」です。 

 先程、説明した、規制改革実施計画の６月２日

の閣議決定の内容です。 

 医薬品等適正広告基準も現在の適正広告基準が

出来てから30年以上経過し、市場環境が変わって

きています。 

 ただ、基準を明確化すると言うことは、必ずし

も規制を緩和することは意味しません。 

 特に健康食品の広告については、むしろ一定の

規制を掛けるべきとの声も聞かれています。 

取締については都道府県とも連携し、しっかり
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と行っていきたいと考えております。 

 また、国においては、今後の行政施策の参考と

すべく、本年度より、厚生労働科学研究費補助金

において「医薬品等の広告監視の適正化を図るた

めの研究」を行うこととしています。 

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として輸入する場合に

は、これまで、通関のときまでに「輸入届書」を

地方厚生局に届け出て、その確認を受けたものを

輸入通関時に税関に提示いただいていましたが、

昨年末を以てこの輸入届出が廃止され、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できるようになりまし

た。詳細はのちほどご説明します。 

 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。 

 先ほど簡単に申し上げた、輸入届書の廃止につ

いてご説明します。 

 医薬品医療機器法施行規則に基づき、製造販売

等のために医薬品等を、業として、輸入しようと

する製造販売業者等は、通関のときまでに、輸入

届書を地方厚生局長に提出することとなっていま

した。 

 先般、この輸入届書の記載事項が、輸入届に先

立って取得している許可、承認、届出等の記載事

項と重複していること、などを踏まえ、通関に先

立って義務づけている輸入届出を求めないことと

しました。 

 今年の１月１日からは、国内で医薬品等を流通

させるための手続である製造販売承認の承認書又

は承認申請書、並びに業許可証の写し等を通関時

に税関に提示することにより通関できるようにな

っています。 
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 こちらのスライドは、改正省令施行後の輸入手

続きを、視覚的に表したものです（なお、今般の

改定対象となる手続きは輸入届に特化したもので

あり、輸入報告－いわゆる薬監証明の申請手続き

や、輸出用輸入届出については従来通りの手続き

となります）。 

 輸入届出に関してですが、従前は、輸入通関ま

でに、業許可の取得や品目の承認などが実施され

ていることの確認を輸入届という形で地方厚生局

に提出し確認を受けた上で、その地方厚生局の確

認を受けた輸入届書を輸入申告書類と一緒に税関

に提示することで輸入通関を実施頂いておりまし

た。 

 改正省令施行後は、スライドのとおり、この、

地方厚生局による業許可取得状況や品目の承認等

の取得状況の確認を省略し、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。 

次に、平成26年11月25日の稼働以降の NACCS シ

ステム利用状況をご紹介します。

平成26年度分は NACCS稼働後数ヶ月分の数字に

なるため、単純比較はできませんが、平成27年度

分は医薬品が2,370件、医療機器が847件と、多く

ご利用いただいています。 

 なお、輸入届出の廃止により現在は、NACCS に

よる輸入届を用いた手続は不要ですが、NACCS で

申告添付登録業務、略称 MSX 業務と呼ばれている、

税関への電子的な通関関係書類の提出は引き続き

可能です。 

最後に、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、GMP 指導官、

国際調整係が対応しています。 

 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。 
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 PIC/Sは任意の国際的な取り組みで、EU を中心

に米国 FDAに加え、日本及び韓国も加盟し、全世

界49当局が加盟している状況です。 

 我が国においても、使用者の保護、すなわち国

民の安心安全の確保ということはもちろん、行政

リソースの有効活用ということでもあり、また、

製薬業界にとってはグローバルな PIC/S、GMPに準

拠することにより、国際的な流通が容易になるで

あろうということで、加盟に向けて取り組んで参

りました。 

 GMP 基準については、今後、世界共通の GMP 基

準となるよう PIC/S ガイドラインを国内のガイド

ラインに取り込んでいくことになります。

その中で、省令レベルで対応すべきものであれ

ば省令に取り込みますし、通知で対応すべき粒度

のものであれば通知等で対応していきます。 

 なお、現在 PMDAを主任研究者として厚生労働科

学研究において、日薬連傘下の製薬業界団体の他、

東京都大阪府京都府の薬務主管課からも協力を得

て、GMP 省令改正について検討されています。そ

こで研究成果がまとまれば、それを受けて厚労省

で省令改正に向けた作業を進めることになりま

す。 

 医薬品使用者の安全の確保という観点からも、

規制要件で変える必要のあるものは、段階的に整

合化していきたいと考えております。 

 次のスライドは PIC/S加盟国をビジュアル化し

たものです。 

 現在49当局が加盟、５カ国が申請中、３カ国が

申請準備中となっています。 

 加盟国としては、ヨーロッパ主要国、北米、オ

ーストラリア・ニュージーランド、南アフリカ、

アルゼンチン、一部東南アジア、日本・韓国とい

ったところ。 

一方で、メキシコ、ブラジル、チリ、フィリピ

ン等が、申請中ないし申請準備中となっています。 

 続いて、日本が締結している MRA（相互承認協

定）についてご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。 

 本年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。 

 現在、相互承認の対象とされていない無菌製

剤・生物由来医薬品・原薬等への対象品目の拡大

を進めるための検討を進めております。 

化血研の事案については報道等でご存知の方も
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多いかと思いますが、査察による不正発覚を免れ

るために組織的隠蔽等が行われ、過去何回も行っ

てきた立入検査において不正を発見できなかった

ことを踏まえ、抜き打ちでの立入検査を実施する

こととしました。 

 PMDAでは、生物製剤など高度な品質管理を要す

る医薬品に関する立入検査を担当しており、そう

いった施設に対しては、原則、無通告で行います。

それ以外の医薬品に関する立入検査は、過去の経

緯や回収が行われていた実態があるかなどの製品

リスク等を踏まえ、必要に応じて無通告で行いま

す。無通告には、最初から抜き打ちで行うものと、

通常の調査の中で企業が想定していない部分を確

認するやり方もあると思います。 

 各企業におきましては、査察官が急に来ること

を常に念頭に置いて頂き、受け入れ体制を構築し

て頂くことをお願いします。 

 化血研の事案を契機とするもう１つの対応とし

て、承認書と製造実態に関する一斉点検を行い、

その結果を６月１日にプレスリリースしました。 

 一斉点検の結果、７割近い品目で相違がみられ

たことから、製販業者に軽微変更の手続きを５月

末までに実施して頂くとともに、相違品目を有す

る479社に対して行政指導を行い、製販業者に対し

て法令遵守の徹底を求める通知を６月１日に発出

しています。監視指導の立場からは、抜き打ち査

察を行い、法令遵守の監視の強化を図っていくこ

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、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ご説明

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。すでにご承知とは思いますが、平成

22年６月９日に新医薬品の総審査期間短縮に向け

た留意事項の事務連絡が出されていますので、確

認の意味で、CTD 様式の資料を作成する際の留意

点を簡単にご説明します。 

 CTD は、第１部から第５部までで構成されてい

ます。各部のことをそれぞれモジュール●●と呼

ぶこともありますが、ここでは「部」という言葉

で統一してお話しします。 

 CTD は添付資料の構成を示したものであり、資

料の様式や順序に関する指針を示したものです。

したがって、個々の承認申請において要求される

試験の範囲や判断基準に言及するものではありま

せん。申請に当たって必要な非臨床試験、臨床試

験については、個々の医薬品の特性や適応などに

応じて検討してください。 

 なお、CTD 様式の申請資料において、紙 CTD 正

本の場合に必要となる副本に、承認申請書の写し

が添付されていなかったり、必要な書類が本来収

められるべき場所に入っていなかったり、QCチェ

ックが不完全のままであったケースがありました

ので、申請前に十分な確認をお願いします。 

 CTD の品質の項の記載に関する留意点は後ほど

の資料をご確認下さい。 

 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
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根拠といった項目が挙げられます。 

 有効性や安全性の解析を行う場合には、その目

的や必要性をよく検討した上で解析を実施し、そ

の結果をわかりやすく記載してください。例えば、

有効性については、各試験の対象患者や試験デザ

イン、用量などを考慮する必要があります。

また、CTD第２部、特に2.7.6個々の試験のまと

めについては、簡単な表のみで提出される場合が

目立ちますが、従来の資料概要のト項のようにま

とめていただくようお願いします。 

 安全性についても、集計対象症例の試験条件の

違いに特に注意してください。旧 GCPと新 GCP の

試験や、異なる副作用判定基準を用いている試験

など、異なる基準で副作用が収集されている場合

には、それらの結果の統合解析を行うことは適切

ではありません。CTD では、有効性や安全性につ

いて統合解析や層別比較などによる記載が中心に

なる印象を受けられているような話も伺います

が、審査においてはまず個々の臨床試験結果が重

要であることは従来と変わりません。 

 追加で実施する解析、いわゆる後付け解析は、

個々の臨床試験結果を補足する位置付けになりま

すので、誤解のないようにお願いします。有害事

象、臨床検査値異常変動といった安全性のデータ

の評価に際しても、個々の臨床試験結果が基本に

なります。 

 そのほかに留意すべき点として、エイズ関連医

薬品については、従来の通知どおりの取扱いです

が、米国又は欧州において CTDが作成されている

場合には、そのままで構いませんし、NDA 形式等

で作成されている場合でも、申請資料をそのまま

用いることで差し支えありません。ただし、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、耳の部分に項目名も記載してください。

これは平成15年11月５日付けの事務連絡にも記載

されていますので、ご対応いただくようお願いい

たします。 

 製造販売後の安全性の監視活動の計画立案等に

関しては、平成17年９月16日付けの「医薬品安全

性監視の計画について」と題する ICH E2Eガイド

ライン通知に加え、平成24年４月11日付けの通知

で、「医薬品リスク管理計画」を策定するための指

針を示しています。この指針は、昨年４月１日以

降に承認申請される新医薬品から適用されていま

すので、指針に沿って「医薬品リスク管理計画」

を作成・改訂いただくようお願いします。なお、

今後も、申請の際、医薬品リスク管理計画書につ

いては CTDの第１部に案を添付していただきます

ようお願いします。 

 付け足しになりますが、CTD 関連通知について

は、PMDAの ICH情報が掲載されているホームペー

ジの Multidisciplinary の部分に Q&Aも含めた電

子ファイルが掲載されています。今後も追加の

Q&A などが出されると思いますので、適宜ご確認

ください。 

 eCTD は従来の紙媒体による審査資料を電子媒

体で提出していただくものです。現在、PMDAにお

いては、eCTD による審査システム及び体制の整

備、改良を行っており、eCTD による審査も既に実

施しています。ご存知のように、eCTD のデータは

各審査員が端末から直接すべての申請データを閲

覧できることから、審査の迅速化、効率化が図ら

れることが期待されます。従来の紙媒体による

CTD申請に加え、参考提出という形で eCTDを併せ

てご提出いただければ、eCTD 未提出の企業の方々



―  ― 57 

も eCTD に関する経験が積み重ねられると思いま

す。 

 eCTD申請数の年度推移は、表のとおりです。今

後とも、紙資料の一層の削減や審査の効率化の観

点から、電子化を進めて行きたいと考えておりま

すので、ご協力をお願いいたします。 

 ここからは、各分野において留意すべき点につ

いて解説いたします。 

はじめに品質分野からです。 

 原薬等登録原簿（いわゆる、マスターファイル）

を利用する場合の留意点です。マスターファイル

を利用する場合には、承認申請前及び承認後もマ

スターファイル登録者とあらかじめ十分に連絡を

とる体制を整備し、マスターファイルの登録状況

を確認し、製造方法、規格及び試験方法、製造所

情報等の品質に係る最新情報を正確且つ定期的に

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。マスターファイルを利

用した場合であっても、マスターファイルの登録

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、マスターファイルを利用した承認申請時

には、マスターファイル登録者は、マスターファ

イル登録情報に係る 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、マスターファ

イルを利用予定の製造販売業者は、マスターファ

イル登録者に 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マスタ

ーファイル登録者が 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、マ

スターファイル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下さい。 

 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日の審査管

理課長通知において、反応工程が１工程のみの記

載は避けるべきであるとされています。この点に

は十分配慮いただきたいのですが、その一方で、

承認申請書に記載が必要な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

ことにご留意下さい。 

また、この出発物質の考え方はマスターファイ

ルを利用した申請においても同様であり、マスタ

ーファイル登録者は出発物質の選択及び管理戦略

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。 

従来のキット製品、セット製品等が本通知でコ

ンビネーション製品として定義され、製造販売承

認申請、製造業許可又は認定、製造管理及び品質

管理の方法に係る基準の適合性調査、治験計画届、

副作用及び不具合報告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、該当の有無を記録して

いただくようお願いいたします。既承認の製品に

ついても、他の一部変更承認申請又は軽微変更届

出に併せて対応をお願いしています。なお、平成

28年11月24日までに機会のない製品については必

要事項を PMDA 審査業務部 業務第１課に届け出

ることとされています。期限が迫っておりますの

で、届出が必要な製品がないか、今一度、ご確認

いただきますようお願いいたします。 

 なお、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。 

 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
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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

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。 

 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、担当審査部に相談

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

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「後発医薬品の生物

学的同等性ガイドラインについて」（以下、「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
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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。 

 原薬及び製剤の処方、あるいは規格等の変更に

際し、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、昨年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、同時に発出されております 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、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

こと。」とされています。 

 この文章に関連して、「生物学的製剤等の製剤化

部分については、化学薬品製剤と同じ考えで、製

造場所や製造方法の一部変更承認申請／軽微変更

届出の判断をしてよいか。」という質問を相談等で

多く受けていますが、この記載は、主に記載方法

について別添２を参考にするよう説明しているも

のであり、生物学的製剤等における管理の特殊性

等を考えると、製造場所や製造方法の変更の一変

／軽微の区別については、一貫して別添３のＡに

従って判断するものであることに留意して下さ

い。 

 ただし、製造場所の変更のうち、原薬の保管、

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。 
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 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。 

 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
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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いたしま

す。 

スライドに示します平成21年３月に発出された

こちらの事務連絡については、廃止になっており

ませんので、ご留意ください。 

遺伝子組換え医薬品のマスターセルバンクやワ

クチンのマスターシードなどにおける生物由来原

料基準の規定を満たさない生物由来原材料の使用

に関するリスク評価の事例が蓄積され、極めてリ

スクが低いことが確認されたことから、スライド

に示します（１）～（６）の条件を満たす場合に

は、承認書に記載した上で使用可能とし、添付文

書での情報提供措置は求めない、ということにな

っております。なお、条件に合致するかどうかの

判断に際しては、個別に審査を行いますので、合

致すると考えられる場合には、事務連絡の条件を

満たすことを示す資料をご提出ください。ただし、

本来、マスターセルバンクの製造に用いられる培

地等の成分としては生物由来原料基準への適合が

確認されたものを使用するべきであり、（１）～

（６）の条件を満たす場合であっても、マスター

セルバンク等を再構築する際には、生物由来原料

基準に適合した原材料へ切り替えるべきとされて

いることに留意してください。 

 株化された細胞を用いて製造される抗体医薬品

等の治験薬の初回治験計画書届出時の調査、いわ

ゆる30日調査時には、当該治験薬に特有の公衆衛

生上の観点なども踏まえて調査を行うため、スラ

イドに示します事項をはじめ、確認を行っており

ます。 

 30日調査においては、時間的な制約があります

ので、届出前にこれらの確認事項に係る情報を入

手し、初回治験届出時にご提出いただけますよう

お願いいたします。なお、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
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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。通知では、特定

生物由来製品、生物由来製品及び指定再生医療等

製品への該当性に関する基本的な考え方が示され

ております。 

 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

ものが該当します。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、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。資料に記載していただく内

容につきましては、以前からのものと特段の変更

はございません。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

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

的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

いいたします。 

 資料の様式は、こちらにお示ししました、平成

26年８月25日付の事務連絡に添付されておりま
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す。資料は、生物学的製剤基準の改正については、

CTD1.13に、毒薬・劇薬等の指定審査資料は従来通

り CTD1.10に含め提出してください。 

 なお、当該資料が必要か判断できない場合には、

厚生労働省の審査管理課にご相談ください。 

 原薬等登録原簿（マスターファイル）の利用範

囲について、「ヒト由来の細胞・組織を加工した医

薬品又は医療機器の製造に関連するもの」として、

生物薬品の製造に使用する培地等の登録が可能と

なってから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

利用下さい。 

マスターファイルへの登録申請と利用可能な時

期については、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。 

 なお、従来のマスターファイル登録と同様、登

録された情報のうち、安全性に関わるものについ

ては開示パートとなること、また、品目の特徴に

応じて開示・非開示の別が異なる可能性があるこ

とにご留意ください。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。 

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」が本年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。お手元のテキストで

は、「発出準備中」となっていますが、発出済みで

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。換算係数の算

出はここに２パターン示しました。上の事例で、

用法・用量が１日に２錠３回のこの経口製剤の場

合、換算係数は「６」になり、下の事例１日１回

２バイアルを用いる注射剤の例では、換算係数は

「２」となります。 

 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
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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

願いしております。 

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。 

 申請資料における薬理試験資料の役割のひとつ

は、臨床試験で得られた有効性について作用機序

をもとに理論的に説明することにあります。基礎

薬理の試験結果からは、複数の薬理作用及び作用

機序の可能性が示される場合がありますが、どの

作用が臨床用量で発現可能なのか、in vitro試験

での作用発現濃度、in vivo 試験で作用を発現す

る薬物血中濃度及び臨床用量における薬物血中濃

度をもとに種差等も考慮に入れ臨床試験で得られ

た有効性を説明する必要があります。なお、組織

移行性も含めた薬物濃度から作用発現の可能性が

示唆された場合であっても、臨床試験においてそ

の薬理作用に由来する臨床効果が認められていな

い場合には、その薬理作用を標榜することは適切

ではありません。特に添付文書の薬効薬理の項で

は、臨床試験結果を裏付ける観点で適切な記載を

していただけますようお願いいたします。また、

公表論文等を引用して説明されている薬理作用に

つきましては、生データが担保された評価資料で

はありません。参考資料になりますのでご留意下

さい。 

 このスライドは薬理試験における比較対照群に

関するものです。 

 薬理試験方法は申請される薬物ごとに千差万別

であり、特別な病態モデルが使用されている場合

もあります。また、難溶性の薬物では種々の界面

活性剤や有機溶媒等を用いて溶解し使用されてお

ります。したがいまして、有効性を説明する上で

その試験系が妥当であるのか、また得られた結果

が薬物によるものなのかを説明する上で適切な陽

性対照群及び陰性対照群を設定する必要がありま

す。なお、対照薬の選定では臨床試験で比較され

ている対照薬を考慮する必要がありますが、臨床

試験では示されていない類薬に対する優位性を、

動物を用いた薬理試験のみから主張することは適

切ではありません。 

このスライドは、活性代謝物に関するものです。 

 薬物によっては代謝物が有効性に寄与する場合

があります。またその活性代謝物が未変化体と異

なる薬理作用を示すこともあります。このような

場合、原薬を経口投与した後の作用を説明するだ

けでは不十分であり、経口投与したときの薬理作

用が何に基づく作用なのか、薬物動態及び活性代
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謝物の薬理作用から説明する必要があります。特

に、ヒトと動物で薬物代謝に種差がある場合は、

ヒトにおける活性代謝物の薬理作用及び臨床用量

における薬物動態から、臨床での効果を考察する

必要があります。 

 このスライドは、平成13年６月21日付けで発出

されております ICH S7Aガイドライン「安全性薬

理試験」に関するものです。 

 安全性薬理試験で認められた事象が、ヒトにお

いても発現する可能性について、薬物動態を考慮

した説明が必要となります。その際、投与方法、

投与量や効力を裏付ける試験で認められた有効用

量等も考慮に入れて、臨床試験で認められた関連

する有害事象と対比させながら考察する必要があ

ります。また、臨床試験で認められた有害事象に

ついて、安全性薬理試験で認められた事象との関

連性も踏まえて、作用機序についても、十分検討

のうえ考察して頂きたいと思います。 

 次に、平成21年10月23日付けで発出されており

ます ICH S7B ガイドライン「ヒト用医薬品の心室

再分極遅延（QT間隔延長）の 潜在的可能性に関

する非臨床的評価について」について、説明させ

ていただきます。本ガイドラインでは、臨床試験

におけるヒト用医薬品が心室再分極を遅延させる

可能性を評価するための非臨床試験の進め方につ

いて述べたものです。なお、本ガイドラインは、

臨床試験の進め方について述べた ICH E14ガイド

ライン「非抗不整脈薬における QT/QTc 間隔の延長

と催不整脈作用の潜在的可能性に関する臨床的評

価」と同時に発出されております。 

 ICH S7B ガイドラインの目的は、１）被験物質

及びその代謝物が心室再分極を遅延させる可能性

を検出すること、並びに２）被験物質及びその代

謝物の濃度と心室再分極遅延の程度を関連付ける

ことであり、この試験結果は、他の情報も考慮の

上で、非臨床試験において、不整脈の発生のしや

すさと関連した、薬物による心室再分極遅延及び

QT 間隔延長の可能性を評価するために使用され

ます。 

 このスライドは、QT間隔延長のリスクを評価す

るための一般的な非臨床試験を進める上での評価

方法を示したものです。 

 in vitro 試験及び in vivo 試験を実施し、その

他の非臨床及び臨床試験から得られた関連情報も

含めて、統合的な潜在的リスク評価を行います。 

なお、S7B 非臨床試験については、その薬剤を

ヒトへ初めて投与する前に実施するよう考慮する

必要があるとされています。これらの結果は、統

合的リスク評価の一部として、その後の臨床試験

の進め方及びその結果の解釈に有用となります。 

以上、薬理に関するご説明となります。 
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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

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
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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 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

い場合は、高齢者を対象とした臨床薬理試験や、

適応患者を対象とした臨床試験で得られた血中濃

度のデータに基づき、高齢者における用量調節の

必要性や注意喚起の内容の妥当性について説明し

ていただくことが重要です。 

 医薬品開発において実施された、ヒト生体試料

を用いたin vitro試験や臨床薬物相互作用試験の

成績は、添付文書における「相互作用」欄や「薬

物動態」の項などへの記載事項の根拠となります。

併用により、臨床用量幅を超えて血中濃度が上昇

し重大な副作用が起こりうる場合、そしてそのリ

スクが薬剤投与によるベネフィットを確実に上回

る場合は、時に「併用禁忌」とすることも検討し

なければなりません。 

 得られたデータを適切に評価し、PK－PDも考慮

した上で、製造販売後の適正使用のために、添付

文書において妥当な注意喚起や情報提供を行って

ください。 

 遺伝子組み換え医薬品等では、化学合成品とは

異なる検討事項、すなわち医薬品の投与に伴う、

中和抗体を含む抗体産生の有無、抗体産生による

本薬の薬物動態の変化が有効性に及ぼす影響、ア

ナフィラキシーショック等の安全性についても留

意が必要です。 

 薬物動態の評価に関連するガイドライン等の最

近の動向についてご説明します。 
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 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

ドラインとその質疑応答集が発出されています。

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。 

 この他、特定の領域に関わる指針として、抗菌

薬の非臨床試験及び臨床試験において、PK/PD 検

討を活用する際の基本的考え方と評価方法につい

てまとめたガイドライン、ナノテクノロジーを応

用した医薬品のうち、リポソーム製剤と核酸

（siRNA）を搭載したナノ製剤の開発にあたって留

意すべき事項を示した指針が発出されました。 

 

 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。 

 ICH 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では、PhRMA、JPMA、

FDA 及び EMA 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。 

 本年２月にはこの前向き評価の根拠文書の改定

版が厚生労働省から事務連絡として発出されてい

ます。 

 今後、調査結果の解析や内容を検討した上で、

2019年６月または11月の Step２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では、

一昨年11月に「マイクロサンプリングの利用」に

関する Q&Aの作成が合意されました。その後、Q&A

案は本年５月に Step２となり、６月から１ヶ月ほ

ど国内でパブコメを募集し、現在、Step３となっ

ています。 

 マイクロサンプリングは、より少量の血液から

薬物濃度を計測する手法であり、その利用には測
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定系の技術的進歩が背景にあります。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に貢献すると考え

られます。 

今後、2017年６月の Step４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、昨年３月に現行のガイドラ

インを全改定することで合意されました。その後、

昨年６月の福岡会議から専門家グループの活動が

始まり、ジャクソンビル会議、リスボン会議が実

施されました。今後は、2017年６月までに Step２、

2019年５月の Step４を目指しています。 

 その内容としては、現在、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６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 Step１の技術

ドキュメントを作成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、2014年10月に Q&Aの作

成が合意されました。その後、15項目全45個の Q&A

からなる Step２文書を作成し、本年８月より２ヶ

月ほど国内でパブコメを募集し、2017年３月又は

６月までの Step４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月の福岡会議から専門

家グループの活動が始まり、ジャクソンビル会議、

リスボン会議が実施されました。今後は、2017年

６月までに Step２、2018年11月の Step４を目指し

ています。 
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 前回のリスボン会議では、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。 

 収集した試験データや、文献収集情報に基づき、

幼若動物試験の意義やデザインについて再評価を

行った結果、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、ケースバイケースを基本

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の技術ドキュメントを完成さ

せ、2017年６月の Step２を目指しています。 

 

 

 

 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、TTC、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、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（Ｒ

１）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15の化合物について、TTC の代わりに、

個別の許容摂取量を示すものです。昨年11月から

２ヶ月ほど国内でパブコメの募集が行われまし

た。現在、その対応について検討しており、本年

12月に Step４に到達する予定です。 

 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 
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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。 

 臨床分野の承認申請資料のまとめ方についてご

説明します。 

 まず第一に資料の質をそろえることに心がけて

ください。特に、引用文献の質に注意を払ってく

ださい。Peer Review を受けた一流の臨床学術雑

誌、例えば New England Journal of Medicine や

Lancet に掲載されている論文あるいは Harrison、

Cecil などの内科学書に記載されている事項と、

国内商業雑誌等に記載されている事項は内容の重

みが異なりますので、文献について、その重みを

十分に考慮して引用して下さい。 

 次に、主に資料の選択におけるバイアスを少な

くすることですが、対立する見解が存在する場合

には必ず併記するように努めて下さい。いずれ対

立意見の存在は分かり、その場合社内での検討が

十分でなかったと、審査でみなされるおそれが生

じます。 

 論理構成をしっかりとして下さい。臨床試験で

得られた事実とその解釈を区別すること、また文

献的考察、仮説、推論などはその旨明記して、論

理に飛躍がないように注意して記載してくださ

い。 

 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下さ

い。時には医学的常識を疑うような見解や担当医

が因果関係を否定していないのに、申請者が簡単

に否定しているものも見られます。 

 特に死亡を含む重篤な有害事象に関しては、こ

ちらでも関連が判断できるような資料の提出を原

則求めることになります。都合の悪いデータを隠

蔽したと思われないような情報の取り扱いを心が

けてください。そのような経緯も含めて審査報告

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

すが、開発戦略には、国内単独開発、ブリッジン

グ開発、国際共同開発等があり、それぞれの特徴、

すなわちメリットとデメリットを把握し、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。 
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 公表している文書には、留意事項をより概念的

かつ視覚的に理解するために、ここに示しますよ

うな図も含まれております。 

 この図は、試験デザイン、資料の信頼性、有効

性のエビデンス、結果の再現性、リスク／ベネフ

ィットの評価といった承認の可否を判断するため

に必要なカテゴリーを横にならべ、要求レベルに

対して提出された資料のレベルがどの程度にある

かを視覚的に理解するために作成したものです。 

 例えばこの例の場合には、有効性、特に海外デ

ータの利用や外挿性について懸念があり、有効性

の評価に関する点が、承認の可否を判断する上で

もっとも重要であることを示しています。このよ

うなアプローチを取ることで、より焦点を絞った

検討を行ない、承認の可否を早期に判断するため

に利用したいと考えております。 

 残りのお時間で、最近のトピックスをご説明し

ます。 

 午前中の審査管理課からの説明にもありました

とおり、近年の医薬品開発においては、Modeling & 

Simulation の利用等、開発の意思決定において、

データに基づく定量的な情報の積極的な利用が進

められています。承認申請時に PMDA自らが申請電

子データを解析することで審査の効率化・高度化

を図るとともに、蓄積したデータに基づき、

Modeling & Simulation 等を活用してさらに製品

に共通する情報を解析することで開発の効率化を

図り、日本発の革新的な製品の創出につなげるこ

とが期待されると考えております。 

 このスライドでは、申請電子データの提出及び

活用がもたらす、中長期的な展望をお示ししてい

ます。これはあくまで現時点での想定と期待であ

って、様々な状況を踏まえてその都度見直し、変

更される可能性があるものであることをご了承く

ださい。 

 平成28年度から電子データ提出を開始し、平成

30年度には個別の品目審査でのデータ活用が定着

し、平成31年～33年度には品目横断的検討を本格

的に実施し、平成34年～35年度にはガイドライン

を発信し開発への貢献を図るという段階を踏んで
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いくことができるものと考えております。 

 本スライドでは、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

まとめております。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。 

 申請電子データの受入れは、本年10月１日より

開始しております。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、一部の試験のデ

ータのみを提出すること等が許容されます。経過

措置期間が終了した平成32年度からは、提出対象

となる試験の全てについて、申請電子データをご

提出いただくこととなりますのでご留意くださ

い。 

 申請電子データの提出に関する PMDA への相談

等を、表に示しております。 

 それぞれ対象とする内容や実施方法が異なりま

すので、PMDA の対面助言実施要領等をご確認いた

だきますよう、お願いいたします。 

 以上、医薬品医療機器総合機構より、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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 私からは要指導・一般用医薬品の審査関連業務

について説明いたします。 

 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６点です。 

始めに、申請区分について説明いたします。 

 本年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。 

6-2.  承認申請の記載に関する注意事項

医薬品医療機器総合機構 一般薬等審査部 
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 要指導医薬品は、スライドにお示したような医

薬品が該当し、その適正な使用のために薬剤師の

対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指

導が行われることが必要となっています。しかし、

一定期間経過後は一般用医薬品としてネット販売

も可能になることから、今後はネット販売を見据

えて審査を実施します。 

 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、今年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。 

 次に、配合剤の添付資料について説明いたしま

す。 

 区分（６）は、比較的リスクが高い成分の新規

配合剤であるため、原則として臨床試験が必要で

す。この区分に該当する製剤の申請は特に配合意

義を明確に示す必要があります。 

 区分（７）－①で「薬効に直接関わる成分」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。 
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 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。 

 以上、判断に迷う場合は、簡易相談を活用し、

事前に区分をご確認ください。 

 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、平成26年11月の通知において、必要な添付

資料がこれまでと一部変わっているため、ご留意

ください。 

 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、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

が適応されております。 

 今回の手数料改定における要指導医薬品及び一

般用医薬品に関する変更点として、承認審査時に

適合性書面調査や GCP実地調査が必要な場合は、

新たに手数料が発生すること、これまで一般用医

薬品と同じであった防除用医薬品の手数料区分が

新設されたこと、の二点がありますので、ご留意

ください。 

 なお、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。 

 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」となります。

ご注意ください。 

 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。 

 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、安全性等を、客観的

なデータ等で示していただく必要があります。 

 例えば、１つの有効成分で医療上の効能・効果

を謳えるにも関わらず、他の成分を配合する製剤

の場合、その成分が必要ないと判断されれば、た

とえ安全性に問題がないとしても、承認に至るの

は困難です。 

 配合剤を安易に作ることは、その意義を使用者

に説明することが困難であり、その結果、今後の

スイッチ化に支障を来しかねません。当然、有用

な配合剤はこれまで通り審査を進めますが、妥当

性の認められないものは、承認に至るのは困難で

すので、改めて充分ご留意いただきますようお願

いいたします。

スイッチ OTC等の承認審査においては、情報提

供を充実させ、適正使用を担保するために、チェ

ックシートや、薬局・販売店向け及び使用者向け

情報提供資料等の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

ますようお願いいたします。 

 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。一般用医薬品部会においても、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

してください。また、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。なお、添付文書について、今年５月

に理解度調査に関するガイダンスの通知も発出さ

れておりますのでご紹介いたします。 

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。本年４月には第１回評価検討会議が開催さ

れましたので、ここでご紹介いたします。詳細は

厚生労働省の HPをご参照ください。また、８月５

日に要望受付開始についての事務連絡が新たに発

出されましたので、合わせてご参照ください。
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 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

報提供資料の作成を求めています。なお、お示し

している品目は現時点のものであり、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。 



―  ― 82 

 昨年末に「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

際にはこちらにお示ししたような点にもご注意く

ださい。 

承認基準内の一般用点眼薬でソフトコンタクト

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。 

 日局に収載された漢方エキスについては、申請

書の成分及び分量又は本質欄において、日局の名

称及び対応する成分コードを記載してください。 

また、１日２回の用法・用量で申請する場合は、

その用法・用量が記載されている出典、あるいは

医療用又は一般用での承認前例を示してくださ

い。医療用で１日２～３回の用法があれば、その

前例を示すことで差し支えありません。 

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。 
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 ここからのスライド６枚は個々の有効成分につ

いての注意事項を示します。 

 ジクロフェナクナトリウム配合の外用剤のう

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、テー

プ剤については既承認品目と膏体の成分構成が異

なる場合には、その相違の度合いに応じて放出性、

皮膚透過性の同等性を示す資料を求めることがあ

りますのでご留意ください。資料については次の

スライドでご説明します。

 資料は審査管理課長通知で示した局所皮膚適用

製剤（半固形製剤及び貼付剤）の処方変更のため

の生物学的同等性試験ガイドラインに従い、変更

水準に応じた資料を提出してください。ただし、

配合剤とする場合はジクロフェナクナトリウム以

外の有効成分も、添加物と同様に処方変更水準を

判断する対象として取扱います。また、変更水準

のＤ水準はＣ水準として取扱います。以上２点、

ご注意ください。既承認品目との変更水準等、ご

不明な点は必要に応じて簡易相談をご利用くださ

い。 

 また、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

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。

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。 
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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、適用部位（口唇部）以外への

使用及び長期連用を防止する観点から、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について

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、

今後新たに承認は行わないこととなりましたので

ご注意ください。 

 なお、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。 

 機構での審査が終了した品目は、速やかに GMP

適合性調査を受けるようお願いいたします。調査

申請が行われないまま長期間経過した品目につい

ては、その後製造所情報の変更等により承認申請

書の再差換えが必要になる事例が多く見られま

す。このような場合、他部署に既に書類が回って

いるケースがほとんどであり、そのやりとりにも

時間を取られている現状があります。また、差換

えが頻発することで業務を圧迫し他品目の審査の

遅延につながるため、速やかに対応してください。

なお、承認が不要となった場合には適切に整理し

てください。 
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 次に、承認申請書の作成における留意事項につ

いて説明いたします。 

 一変及び軽変において、別紙規格の項目が一つ

も無くなる場合について説明いたします。 

スライドの「変更後」のように、「名称」、「製造

所の名称」及び「製造方法」に「全削除のための

仮入力」と、「連番」には「999」と記載し、項目

自体は削除しないでください。システム上、この

ように上書きをしない限り、変更前の規格が残っ

てしまうためです。例えば、別紙規格成分がＡ、

Ｂ、Ｃの３成分あり、これらを全て削除する場合、

スライドのように記載してください。Ａ、Ｂ、Ｃ

のうち、二番目のＢのみを削除する場合は、Ａ、

Ｃのみを記載することで問題はありません。

お手数ですが、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

 【規格及び試験方法】についてです。有害溶媒

に関しては従前の通りであり、やむを得ず使用す

る場合は、他の溶媒での検討結果を必ず提出して

ください。一変申請の場合も同様の対応が必要で

す。 

 漢方製剤の含量規格について、原則として少な

くとも３種類の指標成分で設定を行ってくださ

い。設定できない場合は検討した結果を添付資料

等で充分に説明する必要があります。溶かして服

用する漢方製剤は、溶解させ全て溶かしきること

ができるかが重要となるため、残留物が認められ

る場合は適切ではないとして、原則認められませ

んのでご注意ください。 

 また、分割服用の可能性がある製剤については、

封を切った場合の吸湿性に関する安定性試験結果

を提出してください。 
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 「一般用漢方処方の手引き」に収載されている

出典はあくまで一例となります。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、平成24年

８月30日付審査管理課長通知における成分分量の

範囲から外れている場合も同様です。 

 小分け申請の場合の取扱いはこちらに示した通

りですので、ご確認ください。 

一物多名称の新規申請で親品目と異なる事項が

承認された後、親品目の承認内容を合わせる際、

当該事項が軽微変更の範囲を逸脱する場合には必

ず一変申請を行ってください。一物多名称で承認

されたことをもって、親品目での変更を軽微変更

届で対応することは認められませんので、ご注意

ください。 

 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、申請日の差が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日付けで、記載整備チェックリストを発出し

ておりますので、そちらもご活用ください。なお、

本リストの最新版は PMDAの HPで公開しておりま

す。 

 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。 
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 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。 

 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。規格及び試験方法に関

する資料、製造工程図、使用上の注意案等の添付

資料等は、１部のみ提出することで差し支えあり

ません。新旧対照表、外字表等の別紙は、３部提

出する必要がありますので、ご留意ください。 

 また、FDに電子ファイルとして添付いただきた

い資料についても本スライドに記載しております

ので、参考にしてください。 



―  ― 88 

 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。 

 次に、第十七改正日本薬局方の制定に伴う承認

申請等の取扱いについて説明いたします。 

 本年４月１日より、第17改正日本薬局方が施行

されています。 

 主な関連通知はこちらに示したとおりですの

で、ご確認ください。 

 17局で新規収載された品目は平成29年９月30日

までは、従前の例によることができますが、同日

以降は日本薬局方に収められていない医薬品とし

て製造販売又は販売することは認められませんの

で、ご注意ください。 

 また、17局と同時に、局外生規2015も施行とな

っていますので、合わせてご確認ください。 
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 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。 

 先のスライドでお示ししました、スイッチ OTC

の新スキームの発足に合わせて、PMDAでは相談枠

の新設を含め、相談窓口を充実させ、開発支援を

行っていく予定です。まだ検討段階ですが、新し

い運用等が決まり次第、今後の研修会等でご紹介

させていただきます。 

 ここからのスライド７枚は現行の相談制度に関

する留意事項を説明いたします。 

 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。 

 目安として、質問は２つ程度とし、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。 

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。 

 回答に当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
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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。 

 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、昨年度より、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ご利用ください。 

 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。 

続いて対面助言について説明いたします。 

 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。 

 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。 
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 「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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 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

6-3.  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 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、製造販売承認申請書の申請区分のコード

ですが、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、例年通りの内容です。 

 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。 

 

 

 

 続いて、承認申請上の留意点について説明いた
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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審査遅延に繋がります

ので、受け付けられません。申請前に十分にご確

認ください。 

 

 

 

 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。 

 こちらの通知では、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管理が GMP 調査等で

確認されていることが必須となります。 

 また、２年以内の他品目の GMP 結果を利用した

軽微変更における「関連工程を共有する同系統の

品目」への該当性について、こちらに記載した点

を踏まえて確認した上で届け出るようにしてくだ

さい。 

 判断に迷った場合は、簡易相談で相談すること

が可能です。 

 

 

 

 その他、製造方法に関しては、こちらの通知を

参照してください。 

 なお、昨年７月に「GMP 適合性調査申請の取り

扱いについて」が改正されましたのであわせてご

確認ください。 

 

 

 

 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

並びに出発物質における管理項目及び管理値の妥

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。出発物質の管理が

不十分な事例や、最終中間体以降の原材料が管理

されていない事例が散見されるため、十分留意し

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、こちら３点目に示した指針

に従い適切に設定してください。 

 

 

 

 

 

 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。 

 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。 

 近年は製剤学的特性を有する製剤が多くなって

おりますので、特に放出制御製剤や先発医薬品と

は異なる製剤学的工夫や改良が施された製剤で

は、開発の経緯、製剤設計における検討項目、添

加物の選定理由や配合目的、製造工程に関する説

明、容器及び施栓系の選定理由等を説明してくだ

さい。 

 治験相談を行った場合は当該相談記録の写しを

添付してください。 

 

 

 

 原薬の結晶多形等に関する参考資料について

は、平成23年６月16日付薬食審査発0616第１号に

従い、結晶形を判断するに至った根拠を含めて別

紙様式に記載の上、提出してください。また、複

数の MF を利用する場合は、MF 毎に提出してくだ

さい。 

 

 

 

 こちらのスライドは円滑に審査を進めるにあた

り重要な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認められて

います。 

 また、効率的な審査を行うため、試験結果に対
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する考察（すなわち申請者の見解）を記載し、結

果の概要が把握できる資料を作成してください。

例えば、安定性試験成績について、製剤全体とし

ての経時的変化が明確に把握できるよう、項目ご

とにページを分けて記載するのではなく、一覧表

にまとめて、温度や湿度による製剤への影響を説

明してください。 

 

 提出形態について２点お願いがあります。 

 １点目は、左側に２穴を開けて綴じ、ページ番

号を付し、目次をつけてください。また、項目ご

とにタイトルを記載し、項目名のタグをつけてく

ださい。必要な情報を適格に把握し、円滑な審査

が行えるよう、審査員の目線での資料作成をお願

いいたします。 

 ２点目は、含量違い製剤を同時申請する場合に

ついて、添付資料は含量違い製剤ごとに作成する

のではなく、１つにまとめて作成し、含量違い製

剤間で異なる点が明確となるように記載してくだ

さい。含量違い製剤間で異なる箇所や同一の箇所

を把握するために、複数の資料を見比べながら審

査を行うことにならないよう、ご協力をお願いい

たします。 

 スライドには記載しておりませんが、業務の効

率化のため、申請資料の電子媒体をご提出いただ

くことを検討しておりますので、その際にはご協

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。 

 原薬のうち、日局又は局外規収載品の実測値の

提出は原則必要ありませんが、「別に規定する」項

目は、規格設定の有無によらず提出が必要となり

ますのでご留意ください。 

 複数の製造所で製造された原薬を使用する場

合、または製剤の同一工程を複数の製造所で行う

場合は、主要な製造所で製造された原薬又は製剤

に関する資料を提出してください。ただし、この

対応は平成29年２月28日申請分までであることに

注意してください。なお、主要ではない製造所で

製造された原薬又は製剤についても、申請者の責

任の下で実測値を収集することが必要です。一部

変更承認申請においては、原薬の規格及び試験方

法のみを変更する場合、原薬に係る実測値を提出

してください。また、製造方法等の変更に伴い規

格及び試験方法の変更が必要と審査の過程で判断

された場合にも、実測値の提出が必要です。 

 

 

 

 不純物及び残留溶媒は、ICH の各種ガイドライ

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、こちらの

３つ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、かつ先発医薬品での管

理を上回る不純物については、安全性に関する資

料として、遺伝毒性試験、一般毒性試験等の成績

を提出してください。 

 規格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。 
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 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。 

 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。 

 

 

 

 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

を求めます。 

 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。 
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 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、継続中の安定性試験成績を追加提出

する場合の留意点を説明いたします。 

 継続中の安定性試験については、測定時期ごと

の提出予定時期を添付資料に記載し、結果が得ら

れた時点で申請者自ら速やかに提出してくださ

い。 

 有効期間は、得られている安定性試験成績に基

づき設定してください。 

 申請書差換え期日以降に提出された資料に基づ

く有効期間の設定はできませんので、審査期間を

考慮して、遅くとも申請書差換え期日までに提出

してください。 

 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、設定する

有効期間の妥当性について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。 

 

 

 

 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

として発出されました。こちらも併せてご確認く

ださい。 
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 同等性の評価方法・判定基準に関する留意点を

お示しいたします。 

 ガイドラインによらない評価方法を用いる場合

には、評価方法の設定根拠と妥当性を説明してく

ださい。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。 

 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。 

 

 

 

 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。 

 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

験を免除できない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、治験の計画の届

出をする場合が規定されており、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、健康成人を対象とする単回投与試験で

あっても、安全性に注意が必要な医薬品について

は、被験者の安全確保の観点から、事前面談を実

施した上で対面助言を利用することをお願いいた

します。 
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 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

グポイントの実測値を用いて算出してください。 

 含量違い製剤の生物学的同等性について、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血中濃度飽和等に

よる検出感度の問題等、適切な理由があり、かつ

含量違い製剤の同等性評価に影響しない場合に

は、低含量製剤を標準製剤とすることが許容でき

る場合もあります。なお、その場合には対面助言

で低含量製剤での試験実施の可否について議論す

ることをお勧めします。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。 

 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事例

が公開されましたので、参考にしてください。 
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 続いて、添加物に関する資料の留意点を説明い

たします。 

 使用前例のない添加物を配合する場合、又は使

用前例があっても投与経路が異なる若しくは前例

を上回る量を使用する場合には、新添加物に該当

するため、当該添加物の品質、安全性等に関する

資料を申請時に提出してください。 

 なお、新添加物に該当しない場合であっても、

スライドに示すように具体的な使用前例を挙げ、

非該当である旨を添付資料に記載してください。 

 また、特定の製剤の限定された条件下において

のみ使用が認められた添加物は、一般的な使用前

例として取り扱うことができません。詳細につい

ては、平成21年６月の事務連絡「特定の製剤や特

定の条件下においてのみ使用が認められた添加物

の取扱いについて」、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、

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。 
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 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。

なお、MF添付資料を利用する場合は、申請者が内

容を確認した上で、申請時の添付資料にその旨を

記載してください。 

 特に、原薬の残留溶媒や類縁物質の管理につい

ては、審査の遅延に繋がる事例が散見されていま

すので、MF登録者と申請者との間で十分な情報共

有を行ってください。 

 また、同一原薬として複数の MF を利用する場

合、残留溶媒や類縁物質については、MFごとに確

認を行ってください。 

 FD申請書における MF の記載について、MF登録

回数の記載は必要ありません。MF 登録申請中の場

合は、登録完了後、申請者自ら速やかに登録番号

等を FD申請書に反映してください。また、審査中

に MF に係る軽微変更届出を行う場合には、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。 

 

 

 

 安全確保措置として後発医薬品に承認条件が付

くケース、及び適正使用のための資材が必要なケ

ースの留意点について説明いたします。 

 後発医薬品の承認時点で、先発医薬品の承認条

件が解除されていない場合、後発医薬品にも同様

の承認条件が付与されます。後発医薬品であって

も、承認条件は個々の製造販売業者に対して履行

義務がありますので、申請時の添付資料には、承

認条件の履行に対する具体的な方策を記載してく

ださい。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。本年７月29日付で事務連絡が発

出されましたので、併せてご確認ください。後発

医薬品における RMP 指針が適用される範囲につい

ては、医薬品リスク管理計画書が公表通知に基づ

き公表されている先発医薬品に対する後発医薬品

のうち、「効能又は効果」等が先発医薬品と同一の

ものの承認申請を行おうとする時点と医薬品の製

造販売後において、新たな安全性の懸念が判明し

た時点があります。 

 様式、提出等の取扱いに関しては、策定通知（平

成24年４月）の内容を原則適用（承認申請時・承

認後の提出等、取扱いが異なる点は別途規定）し

てください。 

 様式は新薬等と共通とし、安全性検討事項等の

選定理由、並びに安全性監視活動・リスク最小化

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
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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。 

 

 

 

 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いたしま

す。 

 

 

 

 添付文書案作成にあたっては、こちらに記載し
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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。 

 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。 

 



―  ― 107 

 

 

 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。 

 

 

 

 今回新たに軽微変更届事前確認相談の内容を追

加しております。 

 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
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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枚以内とします。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。 

 

 

 

 次に、治験相談について説明いたします。 

 平成24年１月より、後発医薬品の治験相談を試

行的に実施しています。 

 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、最近では治験相談の申込み

が増加したため、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、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、資料提出後は

相談事項の追加・変更等は原則認められません。 

 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。 
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 続いて、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。 

 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。 

 

 

 

 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。 

 まず、申請資料の CTD化についてです。 

 薬食審査発0311第３号通知により、平成29年３

月１日以降に行われる医薬品の承認申請について

は、添付資料の CTD 形式による提出が必須となり

ました。それ以前の申請においても CTD を添付資

料の正本として申請することは可能です。CTD を

正本として提出する場合は、eCTD を除き申請時に

CTD の紙媒体での提出が必要になります。なお、

CTD 作成時には当該通知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。 

 続いて審査報告書関連です。審査の透明性確保

の一環として、第三期中期計画中に新規後発医薬

品を対象とした審査報告書の作成・公表を予定し

ております。 

 

 

 

 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。 
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 誤って変更前の FAX 番号のまま差換えを行う

と、その後の FAX誤送信になります。 

 皆様の大切な企業情報を守るためにも、誤送信

に対して、この他にも複数の対策を講じておりま

すが、 

 そもそも申請内容の間違いはあってはならない

ことです。 

 申請時・差換えの提出時には今一度、【連絡先】

FAX 番号の誤りが無いか再確認をお願いいたしま

す。 

 

 

 

 医療用後発医薬品の審査関連業務についての説

明は以上です。 
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