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平成19年度医薬品製造販売業等管理者講習会プログラム 

東京会場（東京厚生年金会館）：10月３日（水） 

10月４日（木） 

大阪会場（大阪国際会議場） ：10月12日（金） 

 

時 間 割 講 習 内 容 講  師 

10：30～10：35 開会挨拶 日本製薬団体連合会 

10：35～11：35 1. 医薬品承認審査の現状と課題について 審査管理課 

11：35～11：50 2. 外国製造業者認定申請資料について 審査管理課 

11：50～13：00 休 憩 

13：00～13：15 3. 輸入届について 監視指導・麻薬対策課 

13：15～14：00 4. 医薬品の市販後安全対策について 安全対策課 

14：00～14：30 5. 医薬品の情報公開について 総務課医薬情報室 

14：30～14：45 休 憩 

 

14：45～15：35 

15：35～16：25 

6. 審査関連業務について 

 6-1 承認申請の記載に関する注意事項 

 6-2 承認書の記載に関する注意事項 

総合機構 

 新薬審査部 

 一般薬等審査部 
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 厚生労働省の審査管理課長、中垣です。本日は

お忙しいなかにもかかわらず、管理者講習会にご

参加いただきまして誠にありがとうございます。

この管理者講習会は、日薬連と医薬品医療機器総

合機構と厚生労働省三者で主催をしております。

私、役所に入って、そろそろ30年になるわけです

けれども、入省４、５年目ぐらいのときに管理者

講習会でお話をしろと言われて、非常に緊張した

覚えがあります。 

 本日はテキストのなかにスライドがすべて載っ

ておりますので、あとでまた振り返っていただく

とありがたいと考えるしだいです。 

 医薬品業界の発展ということから考えますと、

おそらくは「国民の信頼」というのがそのベース

にあるのだろうと考えるわけです。言うまでもな

く、雪印の問題ですとか、三菱自動車の問題です

とか、ガス湯沸かし器の問題ですとか、消費者の

信頼を揺るがすような事態がここ数年、いくつも

起きております。そのなかには会社自体がなくな

ってしまったところもあります。そういう点から

申し上げますと、各会社あるいは業界自体が今後、

発展していくために、どうしても必要なものが「信

頼」なんだろうというふうに考えるわけです。 

 医薬品分野について考えましても、この１年だ

けでも、たとえばイレッサの問題、タミフルの問

題、あるいは信越化学の問題、あるいはまた利益

相反の問題、そしてまた、今リタリンの問題と、

世間を騒がす事態というのが次から次に起きてき

ています。このようなマスコミで報道されるよう

な事態になる前のものにつきましても、いろいろ

各社、実際上抱えておられるのだろうと考えるわ

けですが、一つの危機管理的な考え方としては早

め早めに対応していく。透明性を持って対応して

いく。どこへでも説明できるような公正なやり方

で対応していくという３点を、特にお願いしたい

と考えております。 

 今、もっと早く新しい薬を世の中に出せという

ような声は、ますます強くなってきております。

そういう意味では新薬を開発される方々の後押し

するような声というのが、非常に強くなっている。

さらにジェネリックを見ましても、医療保険にお

けるジェネリックの推進、シェア30％を目指すと

いうことに象徴されますように、大きなフォロー

の風が吹いている。また、OTC につきましても新

しいものを認めていこうというふうに考えている

わけです。 

 そういう点から申し上げますと、いろいろな分

野でここ数年になかったほど、医薬品業界は注目

をされていると考えますし、応援しようというよ

うな声が高まっているのだと思います。この声を

どのように生かしていくかというのは、先ほど申

し上げました「信頼」をどの程度、勝ち得ていく

かということにかかっているのだろうと思いま

す。 

 たとえばアメリカを見てみますと、80年代から

90年代にかけて、アメリカにおいては新薬を中心

とした承認審査の体制充実、さらにその迅速化が

大きく図られたところです。一方におきまして、

ここ１年ぐらいを見てみますと、バイオックスの

回収の問題ですとか、糖尿病薬の安全性の問題で

すとか、アメリカ議会のなかで証言が繰り広げら

れたり、FDA に対して安全性のチェックをより強

化すべきだというような意見が出されたり、まさ

しく、急げ急げという声と安全性重視という声と

相半ばしている。 

 この議論の、おそらくはその天秤の右と左にい

1. 医薬品承認審査の現状と課題について 
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つも揺れていくというのが、医薬品の医薬品たる

宿命なのかもしれません。効果がある、その一方

では副作用がある。この二つをどのように管理し

ながら、みんなの役に立っていくのかというのが、

皆様方に課された課題なのだろうと思います。 

 もちろん大きな問題が多々あるとは考えており

ませんが、起こり得て、また、あした起こってく

るかもしれない。そういった問題について、いか

に早め早めに対応し、透明性を持って対応し、公

正に対応していくかというのが、信頼につながる

のだろうと考えますし、ぜひぜひよろしく今後と

もご協力をお願いしたいと考えているしだいで

す。 

 それではスライドに基づいてお話をさせていた

だきたいと思います。 

 

 
 

 これがここ10年間の世界の医薬品市場の規模を

示したものでございますが、我が国の市場が占め

る割合は20％から11％に約半減をいたしておりま

す。一方、アメリカ市場は34％から44％に伸びて

いるわけです。さらに全体的に見ますと、2500億

ドルから6000億ドルですから、２倍半ぐらいに伸

びている。すなわち全体が２倍を超える伸びを示

しているのに対して、我が国は半分となっている

ということは、我が国の市場はこの10年間ほとん

ど伸びがないということを示しているわけです。 

 よく日本の市場が世界第２の医薬品市場だとい

われますが、確かにヨーロッパ市場が統合される

前におきましては、日本の市場はアメリカに次い

で２番目の市場であったことは疑いようがない事

実なのだろうと思います。 

 しかしながら、すでにご存じのとおり、ヨーロ

ッパの市場は統合されて、極端なことを申し上げ

ますと EMEA というロンドンにある審査機関の承

認を得た場合には、EU 全市場で販売できるという

ことですから、日本の市場は EU の市場の約３分の

１になってしまったということで、昨今、ドラッ

グ･ラグという、欧米で使われる薬が日本ではなか

なか使えないということについて、いろいろな意

見が交わされておりますが、アメリカ市場あるい

はヨーロッパ市場の大きさに比べて、日本市場が

小さくて、企業から見ると進出してくる価値があ

まりないということも、そこの根っこにあるのだ

ろうと考えるわけです。 

 市場の魅力があまりないという言い方も言いす

ぎなのかもしれません。市場の魅力が相対的に衰

えてきているということなのかもしれません。 

 そこで考えなければならないのは、欧米市場あ

るいは EU 市場と、規制とか、そういった仕組みを

同一にできるだけ近付ける、あるいは国際共同治

験の推進を行っていくというようなことで、市場

の統一までは申しませんが、そういった施策を打

っていく。そういうことによって、日本市場の魅

力、あるいは開発をされる方々のフレキシビリテ

ィを上げていくという施策がいま必要なんだろう

と考えているしだいです。 

 

 
 

 具体的に見てみますと、これが医療保険におけ

る薬剤費と薬剤比率を示しておりますが、だいた

い６兆円から７兆円でほぼこの10年間推移してお

ります。また、OTC につきましても、一部の医薬

品を医薬部外品に持っていったりしたこともある

と思いますが、この10年伸びていない、逆に縮小

しているというのが今の現状だろうと考えるわけ

です。 
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 その結果として、いわゆるドラッグ･ラグ問題が

発生してきているわけで、これは日本なら日本の

市場に、世界で一番早く売り出されたときから何

年あるいは何日たって販売が開始されたかという

ことを示しております。アメリカですと、だいた

い504日、平均500日遅れて販売されている。すな

わち、いつもアメリカが一番というわけではあり

ませんから、平均を取ってみるとアメリカも500

日ぐらい遅れているということになるわけです。 

 アメリカ、ヨーロッパがだいたい500日から600

日ぐらいにありますところに比べて、日本は1400

日、アメリカと比べますと約２年半遅れていると

いうのが、この資料の分析結果でして、先ほど申

し上げましたドラッグ･ラグが平均的に見ると２

年半あるんだというふうに分析されるわけです。 

 

 
 

 この２年半を分析していくなかで、審査段階と

審査段階に入る前、すなわち申請が出される前の

分析をするわけですが、審査段階について見ます

と、この棒グラフが行政側の持ち時間、折れ線グ

ラフが総審査期間ですから、そういう意味で申し

上げますと、折れ線グラフと棒グラフの差、この

差が申請者、業者側で使われた時間となってまい

ります。 

 まず総審査期間で見ますと、ここでだいたい１

年ぐらい、アメリカと遅れているということがい

えます。2003、2004年の日本のデータは、癌の併

用療法をやりましたので、これを抜きにして考え

ると、優先審査品目でもだいたい１年ぐらい遅れ

ているといえると考えております。 

 すなわち、先ほど２年半遅れていると申し上げ

たわけですが、申請前の段階で１年半、申請から

承認までの審査期間で１年遅れていると、我々は

分析しているわけです。 

 そういうドラッグ･ラグの問題から離れて、医薬

品機構のパワーがどういうふうになっているかと

いうことですが、医薬品機構が設立されたのが平

成16年ですので、2004年から医薬品機構が発足し

たということです。 

 ここで医薬品機構の処理件数が2004年に落ちて

いるというのも発足に伴う問題だったのかもしれ

ないと考えておりますが、16年、17年、18年と着

実にフォローアップが過ぎてきており、昨年度に

おいては前年度の３割ぐらいのパワーがついてき

ている。すなわち医薬品機構もそろそろ軌道に乗

りつつあるのかなと考えております。 

 その総審査期間を見ますと、16年、17年に比べ

て、18年は確かに延長されているようですが、こ

の中身をよく見てみると非常に古い、すなわち前

年度に比べて、３割ぐらい多くの品目をやったが

ために、延びているということがいえるわけで、

そういう意味で申し上げますと、審査期間自体は

相対的にあまり変わっていない。 

 処理能力が約３割上がってきている。この優先

審査品目を見ましても、18から24に上がっている

わけですから、処理能力自体としては改善の兆し

があるのだろうと考えているところです。 

 

 
 

 そういう、いわゆるドラッグ･ラグ問題を分析し

ていきますと、おそらくは治験の開始が遅い。す
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なわち海外で開発されたものを考えますと、海外

での治験に比べて開始が遅い、治験の実施に時間

がかかる、審査期間が長いというような、大きく

分けて三つぐらいの問題があると考えられており

ます。 

 この課題を分けますと、一つには青で示しまし

た審査の問題、審査過程の問題がありますし、治

験環境の問題、すなわち、なかなか治験が進みに

くい、お医者さんが足りない、CRC が足りないと

いった治験環境の問題、あるいは薬価の問題、医

療保険におきます薬価がなかなか評価されない。

逆に申し上げますと、そういった低薬価で販売す

るということのインセンティブがわかないという

ような問題です。 

 おそらくは審査の問題、治験の問題、薬価の問

題、これらの問題を背景にして出てくる問題なの

だろうと思いますが、企業の開発戦略の問題がも

ちろんあるわけです。すなわち、欧米においても、

我が国においても、医薬品の開発は企業によって

お願いしているわけですし、企業は企業としての

戦略を持つというのはある意味、当然のことです。 

 我々でできますのは審査の規制の問題ですと

か、治験環境の問題ですとか、薬価の問題ですと

か、こういう環境を整えること、これによって企

業の戦略を変更していただく。我々としても、ド

ラッグ･ラグの解消ということを政策の一番地に

挙げているわけですから、それに基づいて戦略を

組み立てていただくというのが、いま求められて

いるところです。 

 したがって、我々はこの審査の問題については、

大臣の検討会をつくって議論を始めましたし、治

験の問題については医政局を中心に、文部科学省

と治験推進５カ年計画をつくっていただいた。薬

価の問題についても、いま中医協でイノベーショ

ンを評価するという観点から、議論を賜っている

ところです。 

 そういう意味で申し上げますと、いわゆる新薬

を中心として、厚生労働省として、ドラッグ･ラグ

解消のためにできることを早くやろうということ

で検討が進んでいる。あるいは、一部検討結果が

すでに出てきたと考えているしだいです。 

 

 
 

 アメリカにおいて、あるいはヨーロッパにおい

ても同様の取り組みが行われておりまして、アメ

リカにおいてはクリティカル･パスという戦略が

出されておりますし、ヨーロッパにおいてもイノ

ベーティブ・メディスン・イニシアティブという

考え方がだされているところです。 

 一方において注目されるのは、アメリカにおい

て FDA がもっと安全を重視すべきだという考え方

も、ナショナル・アカデミー･オブ･サイエンスか

ら出された意見でこういうものがアメリカの国会

等で議論されているということです。 

 

 
 

 先ほど申し上げました「有効で安全な医薬品を

迅速に提供するための検討会」ですが、平成18年

10月に始めて、今年の７月に報告がまとまってい

るところです。報告書の概要を説明するよりは、

いくつかのポイントについてご説明をしたいと思

います。 
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 まず第１点目ですが、平成18年12月の総合科学

技術会議、これは総理大臣が議長をされ、関係大

臣あるいは有識者からなる会議で、非常に格の高

い会合ですけれども、ここから意見具申がなされ

たところです。総合科学技術会議においても、い

わゆるドラッグ･ラグ問題について関心を持って

機構の治験相談、あるいは承認審査の遅延を解消

することが必要であり、そのためには透明性、効

率性を向上するとともに、質の高い人員を増やす

必要がある。審査人員をおおむね３年で倍増すべ

きであるというご意見を意見具申としていただい

たところで、これに基づいて、本年の３月、４月

に、いろいろな手を打っていったわけです。 
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 具体的に申し上げますと、新薬の審査にかかわ

る審査員を３年間で236人増員しようということ

が大きな柱です。 

 現在、医薬品機構では、広い意味で審査をやっ

ている人がいま200人いるわけです。そのうち、純

粋に新薬審査だけに携わっている方々が100人い

ます。そういう意味で申し上げますと、この200

人を236人増やすわけですから、倍増以上をこの３

年間で行うということが一つの大きな目標です。 

 また、人の数を増やすことが目的ではありませ

ん。当然のことながら、審査の質を上げる、審査

のスピードを上げることが目的です。そういう意

味から申し上げても、いろいろな意味で質を向上

させる。すなわち、FDA がやっているようなオン･

ザ・ジョブ･トレーニングなどの研修を充実させる

というのもその柱で、人を増やし、その質を上げ

ていくということを大きな目標に掲げているわけ

です。 

 さらにはこの人の増加をどこかで予算的にまか

なわなければならない、収入でまかなわなければ

ならないわけですが、アメリカのユーザー主義的

な考え方で、総合機構の審査手数料を改定すると

いうことで、本年の４月に審査手数料を上げさせ

ていただいた。そこで出た原資をもって、審査員

を充実させ、研修を充実させ、体制をとっていく

ということにしているわけでございます。 

 具体的には先ほど申し上げました販売までの期

間を今後５年以内に2.5年短縮する。これによって

アメリカに追いつく、すなわち、３年間で人を増

員するわけですが、採用した人がすぐ使えるよう

になるわけではないという問題もあり、なかなか

苦しいところですけれども、５年以内に2.5短縮す

るということをお約束させていただいたところで

す。 

 

 
 

 どのようなかたちでその2.5年を短縮しようと

しているかということですが、まず開発期間、申

請までの期間の短縮という意味でいいますと、治

験相談を充実させるというのが一番の施策です。

すなわち迷っておられることをできるだけ少なく

して、早い段階からそれぞれの品目の開発につい

て医薬品機構とよく相談をしていただいて、こう

いうデータをこういうかたちで取っていこうとい

うような 短のアプローチをお互いに合意してい

く。そのために治験相談を充実させるというのが

大きな施策です。 

 ２番目の施策としては基準の明確化です。たと

えば承認審査ですとか、国際共同治験ですとか、

そういったいろいろなガイダンスを充実させてい

こう。これによって皆様方、無駄なことをやめて、

効率的、迅速な開発に結び付けていこうという考

え方が、この開発期間の短縮でございます。 

 もう一つ、審査期間の短縮という点から申し上

げますと、一番大きなのは申請前の事前評価シス

テムを導入しようということです。この申請前の

事前評価システムというのはどういうことかとい

いますと、フェーズⅢの段階で、多くの場合には

比較試験が行われます。この比較試験だけでも３

年かかったり、４年かかったりするわけですが、

比較試験の段階になりますと、たとえば品質のデ

ータですとか、動物試験のデータですとか、だい

たいすでにまとまってきているというのが現状で

す。 

 したがいまして、比較試験をやっておられると

きに品質とか動物試験のデータを出していただい

て、申請前であっても出していただいて、それを

もう評価を始めようと。それによって申請の段階

では、極論すれば比較試験のデータを審査する。

もちろんそこで見られた副作用等を基にして、ま

た品質に戻ったり、あるいは動物試験に戻ったり

するような総合的な評価が必要になってくるとは
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考えます。しかし、あらかじめ動物とか品質とか、

あるいはフェーズⅠとか、そういったすでに取ら

れているデータはフェーズⅢの間に審査を実際上

やってしまおう、開始してしまおうというのがこ

の事前評価システムの考え方です。 

 比較試験の結果として、不幸にもいい結果が出

なかった、申請できないという結果もあるのだろ

うと思います。かなり限られたパーセンテージに

はなるのだろうとは思いますが、そういった不幸

な結果が出てくるというのも覚悟しながら、フェ

ーズⅢの段階から実際上の審査をスタートするこ

とによって、申請後の審査期間を著しく短縮でき

るのではないかと考えているしだいで、21年度の

導入に向けて、いま、その具体的な方策を検討し

ているところです。 

 おそらくこのやり方は今後、５年、10年、医薬

品審査に大きな影響を及ぼすというふうに考えて

おりますので、我々としてもどのようなやり方を

するのか、できるだけ早い段階で案を示し、また、

皆様方のご意見を聞きながら、よりよいものにし

ていきたいと考えております。ご協力賜れば幸い

でございます。 

 また、海外との連携強化というのは当たり前の

こととして重要なことなのだろうと考えておりま

す。 

 

 
 

 そこで治験の状況ですけれども、治験自体は

GCP の施行の段階でがたっと落ちてきたわけです

が、ここ数年、若干回復傾向にはあるとはいえ、

相変わらず時間がかかる、あるいはコストが高い

というような問題が指摘されているところです。 

 

 
 

 そういう観点から申し上げますと、繰り返し議

論が出ますのは、日本で治験することが必要なの

かということです。極論をすれば、アメリカの FDA

が承認したのであれば、日本もまず承認をしたら

どうだと。そのうえで市販しながら安全性チェッ

クをしていったらどうだというような考え方もあ

るわけです。 

 確かに一つの考え方ではありますが、ここに書

いておりますように、どうも日本人と欧米人の間

の民族差は、今の段階で申し上げますと、かなり

大きいと考えざるを得ない。 

 具体的に申し上げますと、ここ３年間で承認を

した薬を見てみますと、約３分の１の薬で日本と

欧米との間で用量に差がある。これは体重差とか

で説明のできない、たとえばカペシタビンで申し

上げますと体表面積あたりでやっても、日本の場

合には少ない用量で出てくる、あるいは用量を上

げてしまうと、大きな副作用が出てくるというよ

うな用法・用量の違いがかなりある。 

 さらには服用の発現、イレッサで間質性肺炎が

非常にクローズアップされていますが、イレッサ

に限らず、たとえばレフルノミドで見ましても間

質性肺炎が非常に高い頻度で出てくる。あるいは

肝臓関係ですとか、どうもいくつかの副作用、重

大の副作用が高頻度で見られる。もしかすると、

それはモニターシステムがうまくいっていると

か、そういうことのせいなのかもしれませんが、

いまあるデータを見る限り、用法・用量、あるい

はそういった副作用で気をつけなければいけない

点がどうもある。 

 それがあらかじめ予測できない。おそらくはゲ

ノムですとか、プロテオームですとか、そういっ

た基礎科学がもう少し進歩していけば、こういっ

た民族差というのが解決されていくのだろうと私

も考えておりますが、いま現在ではやってみない

とわからない。そういうようなことを見ますと、
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やはり日本で、あるいは日本人を対象として一定

の治験をやっていただき、その結果に基づいて判

断をしていくというのがやむを得ないのだろうと

考えられるわけです。 

 一方において、欧米人との間では違いがあるに

しても、東アジア、たとえば中国とか韓国とか、

こういう間では差が小さいのではないかと考えら

れます。2004年ですか、公表されたハプロタイプ

を調べたデータを見ますと、わずか50例ではあり

ますが、日本と中国の間にほとんど差はないとい

うデータがあります。 

 薬物代謝酵素を調べたデータによりますと、日

本と中国の間でやっぱり差があるというようなデ

ータがあるわけですが、いったい、PK とか PD と

かというような観点で考えますと、日本と中国、

あるいは日本と韓国の間に差があるのか、ないの

か。 

 特にいま申し上げましたような日本と欧米との

間で差がある品目があるわけですが、こういう日

本と欧米で差がある品目が日本と中国、あるいは

日本と韓国との間では差があるのか、ないのかと

いうことを研究していくということは、中国、韓

国という東アジアのデータをどのように解釈して

いくかという意味で、非常に有益なのだろうと思

いますし、もしかすると共同利用の可能性がある

のだろうという意味で、ここは大きな可能性を秘

めているなと考えているわけです。 

 

 
 

 そのようななかで国際共同治験というのが一つ

考えられます。すなわち、一つのプロトコルに則

って複数の地域で一緒に治験をやるというのがこ

の国際共同治験といわれているものです。 

 いろいろなマスコミ等を通じても、日本は国際

共同治験に乗り遅れているというようなデータが

製薬協から出されているわけですが、そのデータ

を見てみますと、ベルギーとオランダで治験をや

ったとか、アメリカとカナダで治験をやったとか、

これは国際共同治験なのかと、こんなのは昔から

やられていたのではないかと思うわけで、そうい

ったデータの取り方はなかなか難しいところがあ

るのだろうと思います。 

 しかし、海外で開発されたものをいかに早く日

本に持ってくるかという観点からすると、先ほど

申し上げましたような日本である程度の治験をす

る必要があるという観点から申し上げても、一緒

に治験をやっていただくということが一番の施策

なのだろうと考えております。 

 もちろん日本で開発されたものをどうやって早

く、ものにしていくかという観点から申し上げま

すと、別の施策、たとえばフェーズⅠスタディを

早くやるとか、マイクロドージングスタディを早

くやれるような体制が必要。その一方で、医薬品

の開発というのはアメリカの治験届から見ても、治

験に入って承認になるのは10分の１ぐらいです。 

 逆に申し上げますと、治験に入っても10個に９

個は失敗する。失敗して、失敗して、失敗して、

失敗して、初めて成功するようなものですから、

日本で開発されたものを早く、ものにしていくた

めには別の施策が必要ですけれども、海外で開発

されたものを早く日本に持ってくるという観点か

ら申し上げますと、国際共同治験は意味がある施

策であって、その推進を早くしていこうと考えて

いるわけです。 

 

 
 

 そういう観点から、国際共同治験をどのように

実施すればいいのかというようなご質問を多々い

ただいておりましたので、基本的考え方を策定し

て、パブコメも行い、つい先日、案を取って、通

知をしたというところです。医薬品機構でもいろ

いろな工夫をしていただいておりますし、将来的

には海外の規制当局との連携も図っていきたいと

考えているところです。 
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 一方におきまして、将来的に有望な技術の一つ

に再生医療があると思います。皮膚とか、角膜と

か、あるいは白血球とか、そういった細胞とか、

いろいろな分野で基礎的な成果がいま取りざたさ

れているところです。 

 これについてはすでに評価基準を示しておりま

すが、あまりにわかりにくい、煩雑だというとこ

ろがありましたので、評価基準を見直そう、わか

りやすくしようということで、まず一つには自家

細胞、自分の細胞を使うものと他家細胞を使うも

のと、この二つに分けました。そして、そういう

意味では感染の問題、人の細胞を使うと、人の細

胞からの感染の問題がどうしてもありますので、

まず簡単なほうから、自家細胞について新たな評

価基準の案、あるいは承認申請までにどのような

ことをすればいいのか、あるいは確認申請までに

どのようなことをすればいいのかということを、

より具体的に示したものをお示ししておりまし

て、いまパブリックコメント中です。 

 一方におきまして、この再生医療というのは研

究室規模でできてまいりますので、そういう意味

で申し上げますと、GMP の考え方を再整理したと

いうことです。今年度中に他家細胞についても議

論をし、来年度以降、幹細胞について、また議論

をしていきたいと考えているところです。 

 

 
 

 マイクロドーズ試験です。マイクロドーズ試験

というのは極微量、たとえば薬理作用の発現量の

100分の１ですとか、100μ程度という極微量をヒ

トに投与して薬物動態ですとか、あるいはレセプ

ターとの結合ですとか、そういった体内動態を調

べようという試験です。従来ですと検出できなか

ったものが、検出技術の進歩によって極微量でも

できるようになったことから、より早い段階でヒ

トでの動態、あるいは薬物の動きを見てみようと

いうものです。 

 すなわち、我々、動物の薬を研究しているわけ

ではありませんので、動物でいくらやっていても

どこかに限界があります。そこはかなり大きな限

界があるわけで、そういう意味で申し上げますと、

極微量を投与し、安全性を確保しながら、ヒトの

動態を早く見ることがどうしても必要だというこ

とで、これについてもいまガイドラインの案がで

きた段階で、近日中にパブリックコメントに入っ

ていきたいと考えております。 

 

 
 

 GCP の問題です。GCP については、我が国の GCP

が国際基準であります ICH の GCP に比べて著しく

厳しいのではないか、また、それによって我が国

の治験がコストの問題ですとか、スピードの問題
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に影響を及ぼしているのではないか。もちろんコ

ストとかスピードとかというのは、ほかの要因が

多々あるのだろうと思いますが、規制にもその一

つの要因があるのではないかというような指摘が

あるわけです。 

 被験者の保護を図るというのは当たり前です

し、それが大前提ですけれども、その大前提のな

かで見直しを図っているところで、本年の９月に

検討会から報告をいただいて、今後、パブリック

コメントの手続き等を踏んで、年明けにも省令を

改正したいと考えております。 

 その内容ですが、一つには治験審査委員会です。

治験審査委員会を今までは医療機関に必ず置け、

その医療機関の治験審査委員会で議論をしろとい

うことにしておりましたが、どこでやってもいい

のではないか。あるいは、比較試験等で10施設も

20施設も試験をされる際にそれぞれの施設の治験

審査委員会で同じプロトコルについて10回、20回

議論するということは、はなはだ非効率ではない

かというような考え方があるわけです。 

 そういう意味で申し上げますと、必ずしも自分

の施設の試験審査委員会に限る必要はない。内外

問わず、医療機関の長が治験審査委員会を選択す

ればいいのではないかというのが一つの考え方で

す。 

 一方においては、治験審査委員会の透明化を図

るということから、議事録等を治験審査委員会は

公表することにしておりますし、また治験の届出

に、どこの治験審査委員会で審査をするかという

のも入れていただくということを考えているわけ

です。 

 

 
 

 治験の計画事項の届け出としては、いま申し上

げた治験審査委員会の情報を届出事項に追加する

という以外にいくつかの点で合理化を図ろう、効

率化を図ろうと考えております。 

 たとえば治験分担医師の職名とか、大学名とか

というものは届け出いただく必要はないのではな

いか、あるいは６カ月程度の事後届出の範囲を増

やそうというような合理化を図りたいと考えてお

ります。 

 さらには安全性情報ですけれども、一つの治験

をやりますと、安全性情報が100本も200本も出て

いくわけですが、個々の治験審査委員会でそのよ

うなものを審査していくというのもなかなかでき

ないようなところがあります。そういう意味で６

カ月の定期報告制度を導入しようということを柱

に、この安全性情報のやり方についても、効率化、

合理化を図っていきたいと考えているところで

す。 

 

 
 

 また、治験薬の交付ですが、治験薬は治験依頼

者が持っていけというふうに今なっているわけで

すが、品質管理とか運搬とかに責任を持つのであ

れば、誰かほかの人を介して、ほかの人に頼んで

持っていってもらってもいいのではないかと考え

ております。 

 必須文書、GCP でやっていくうえでどのような

文書を作っていくかということですが、従来、127

の文書が規定されていましたが、これを効率化す

ることによって60の文書にまとめたところです。

そういう意味から申し上げますと、ICH が58規定

しておりますから、だいたいこれで国際基準並み

になったのだろうとまた思います。また、医療機

関の長と治験責任医師が同一人物の場合、すなわ

ちクリニックの方と考えていただければいいので

すが、医療機関の長と責任医師との間で文章をや

りとりするというのも合理的ではないのではない

かということで、そういった改正をしたいと考え

ているところです。 

 これについては10月にも通知をしたいと考えて

おります。 
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 次に国の承認を経ない未承認薬という問題、い

わゆるコンパッショネート・ユースという問題で

す。日本において、たとえば治験を行う、その治

験に組み込まれなかった方、あるいは治験が終

わった後の患者さんをどうするかというような

大きな問題があります。 

 治験は一定の条件のもとで行うという性格のも

のですから、治験に不幸にも入れない患者さんも

多々おられるわけですが、人の生き死にがかかっ

ている、そのようなものでほかに代替法がないと

いうものの場合に、これをどうするかというのは

今の薬事法の制度のなかでは承認を取るか、それ

とも治験をするかという二つしか、そういった未

承認薬を提供する手段が認められておりません。

ですから、こういった治験に組み込まれなかった

方などをどうするかというのは、今の薬事法上、

穴を開けるかというような観点から議論をする必

要があるのだろうと考えております。 

 一方におきまして、そういうことをやった場合

に国の責任、企業の責任、医師の責任、これはど

のように考えればいいのかというのが大きな問題

として挙がるわけです。すなわち、企業において

も、まだ安全性、有効性を十分確かめていない。

国においては企業からそのデータは出されていな

いわけですから、当然のことながら確かめようが

ない。そういう段階において、それぞれの役割、

責任をどのように分担するのかというのは、非常

に難しい議論があるのだろうと考えております。 

 患者側からいわせますと、また医療保険上の取

り扱いについての要望もあるわけで、それについ

ても当然のことながら、検討しなければならない。

さらには副作用被害救済制度をどうするのか。補

償、治療に関する費用をどうするのかという問題

も、この役割分担、責任分担と一緒に考えなくて

はならないという問題がございます。 

 このコンパッショネート･ユースにつきまして

は、一つの、困っている患者を救済していくとい

ううえで検討したらどうかということを、検討会

からご示唆いただいておりますし、いま申し上げ

たような点を中心に欧米の状況をいま一度精査し

ているところで、そのようなデータを基にまた改

めて検討し、皆様方に問いたいと考えております。 

 

 
 

 次に機構の審査官の採用の問題です。先ほど申

し上げましたとおり、医薬品機構の審査官を３年

間で少なくとも倍増することにしたわけですが、

これを大学卒業生だけでまかなうのではなくて、

少しでも実践に近いような、たとえば製薬企業に

おられた方々に審査に携わってもらうのはどうな

んだということが指摘されておりました。 

 すなわち、製薬企業で即戦力を雇おうというこ

とで考えますと、よその企業から引っ張ってくる

というのが一番早いと思いますが、医薬品機構の

場合にはほかに審査機関がないですから、そうい

うわけにはまいらない。逆にその審査のための資

料を作っていた方々に参加してもらうというの

が、ある面でいくと一番実践に近いわけで、そう

いったやり方をとったらどうか。それが即戦力に

近いのだろうという考え方です。 

 この問題については、機構発足時からいわゆる

癒着の問題が指摘されておりますし、それに基づ

いて、いろいろなルールが決められていたところ

です。今年の９月の機構の運営評議会で一定の結

論が出たわけで、出身企業の医薬品については採

用後５年間はやりませんよと。すなわち私が中垣

製薬から出ているとすると、中垣製薬の薬は５年

間タッチしません。 

 また、管理職、審査チームの主任とは２年間は

しません。あるいは、その透明化を図りますとい

うことで、見直しを図ったところです。 

 従来ですと、企業の開発部門にいた方は２年間、

その企業のものであるか否かを問わず、審査はし
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ないということにしておりましたが、そのルール

はやめようと。企業の安全部門にいた方は機構の

安全部門には２年間一切タッチしないということ

にしていましたが、そのルールもやめようという

ことにして、その出身企業に５年間はタッチをし

ない。 

 あとは透明化を図って、それを担保していこう

というルールにしたところでして、そういう意味

から申し上げますと、審査官の増員のなかには大

学を中心とした人だけではなくて、こういった企

業からの、より実践に近い人の採用もより柔軟な

かたち、より公正なかたちでやっていきたいと考

えているところです。 

 

 
 

 また、未承認薬使用問題検討会議というのが17

年１月から開催されておりまして、国内外で新た

に承認されたものについて、早く日本に持ってく

るかどうかをご議論いただいております。 

 一部、未承認薬使用問題検討会、正直申し上げ

て、アメリカとかヨーロッパのベンチャーが開発

したものを日本に持ってくるというのは、日本の

受け入れ企業を探すというのがなかなかうまくい

かないケースもあるわけです。今のはやり言葉で

いうとアンメットニーズといえるのだろうと思い

ますけれども、そういった薬について、いま厚生

労働省のホームページで開発企業の募集をしたり

しておりますので、ご関心のある方はぜひ手をあ

げていただければありがたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 また、小児の薬物療法の問題もございます。子

供も病気になるわけでして、病気になって治療を

する、その大きな柱の一つが薬物であると思いま

す。 

 一方において小児で治験をするというのはなか

なか難しくて、小児の安全性が確立されていない

と添付文書に書いてあるのが通例になりつつあ

る。それを何とか打破していこうというのが、こ

の小児薬物療法の検討会議です。 

 

 
 

 いま８つの薬について議論をしていただいてい

るところです。 
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 さらにこういった効能追加、あるいは用法・用

量を追加・変更していく場合に、平成11年２月に

いわゆる二課長通知というのを出しているわけ

で、医学薬学上公知である場合に改めて治験をや

る必要はないのではないかということを言ってお

ります。すなわち、こういった効能追加、あるい

は用法・用量の変更等を考えていただく際には、

この通知を使えないかということをご検討いただ

ければ幸いです。 

 

 
 

 これまでに63の薬について、この通知に基づい

て、すでに承認をしてきたところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 一方、平成14年の薬事法改正ですが、３年後で

すから、17年に全面的に施行されたところですけ

れども、その細部について、いまだよくわからな

いとか、運用があまりに煩雑だというようなご指

摘を多々賜っております。 

 正直、私、去年の９月に審査管理課長になって

びっくりしたのですが、当然、施行されて１年も

たっているわけですから、うまくいっているのだ

ろうと思ったら、山ほど問題があるんだというこ

とに気がつきまして、いろいろ通知を出したり、

事務連絡を出したしているところです。 

 これについては、平成18年の秋から手を打って

おりますけれども、まだまだ、わからない、ある

いは明確にすべき点が残っていると。 
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 この承認申請の際の添付資料というのは、つい

先日、通知を出しましたので、これについては終

わったわけですが、製造方法欄の記載の問題です

とか、区分けの問題ですとか、こういった問題に

ついても、今後ともまた議論し、整理をし、透明

化を図っていきたいと考えております。 

 

 
 

 局方ですが、局方は非常に重要な柱です。第一

追補を10月１日付で行ったところで、それに合わ

せてグリセリンの規格にジエチレングリコールに

関する項を設ける改正をしたいと考えておりま

す。次の全面的な改定は平成23年に行っていきた

いと考えているところです。 

 

 
 

 後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品です

が、先ほど申し上げましたとおり、平成24年度ま

でに後発品のシェアを約倍増するということで、

30％以上とするというのが厚生労働省としての大

きな目標になっております。 

 

 
 

 そのために、後発医薬品の使用促進のための措

置を検討しているわけで、大きく分けますと、信

頼性向上の措置と処方箋の変更を中心とした医療

保険上の取り扱いの措置、こういったインセンテ

ィブをどう考えるのかということと、品質、ある

いは有効性、安全性、あるいは情報提供、ここを

どう拡充していくかという、二つからなるのだろ

うと考えています。 

 厚生労働省としても、当然のことながら取り組

んでまいるわけですが、 初に申し上げましたと

おり、信頼を勝ち得るのは厚生労働省ではなく、

各企業、各製品でございます。そういう意味で申

し上げて、各ジェネリックを販売される企業の

方々におかれましては、品質、有効性、安全性は

もちろん、情報提供あるいは安定供給について、

いま一度ご注意いただいて、積極的な取り組みを

いただきますよう、お願いしたいと考えておりま

す。 
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 後発医薬品についての年２回収載も軌道にのっ

てまいりましたし、中医協においては年４回収載

したらどうだというご意見まで出されているよう

な状況で、そういう意味で申し上げますと、ジェ

ネリックについて今が一番重要なとき、フォロー

の風が吹いているときに、何か信頼性の基本を揺

るがすような事態が起きることがないよう、お願

いをしたいと考えております。 

 

 
 

 OTC の問題です。OTC については平成18年に薬事

法改正をしたところで、平成21年６月までに施行

するということになっております。リスク分類に

ついてはすでに告示をしましたし、販売登録者の

試験についても案を示したところです。今後、店

舗の管理運営等について基準を定めていく。それ

で21年６月に向けて準備を進めていくということ

でございます。 

 この18年の法改正はご承知のとおり、リスクの

程度に応じて、ＡＢＣ、１２３の三つに分ける。

その一番リスクが高いもの、すなわちダイレクト

OTC とかスイッチ OTC とか、そういうものについ

ては薬剤師が説明して販売をする。リスクの２、

３についてはもちろん薬剤師でもいいのですが、

登録販売者が販売をするということを柱としてお

ります。 

 そういった体制を整えたわけですから、このリ

スクの１に該当するものをいかに今度は新しいも

のを供給していくかということが、次の課題にな

っております。そういう意味で申し上げますと、

スイッチOTCを推進する、あるいはダイレクトOTC

を推進するというのが一つのやらなければならな

い、我々として取り組まなければならない課題に

なっているわけです。いろいろなかたちで通知を

出したり、新しい施策を立てたりしております。

こういった取り組みをもとに、企業においてもさ

らなる取り組みを期待したいと考えているところ

です。 

 

 
 

 信越化学の問題につきましては、皆様方にもご

協力をいただきまして、１社２品目でしたか、代

替製剤を供給しましたけれども、あとは何とか引

き延ばし対応を取っていただいて、誠にありがと

うございました。 

 これもまさしくリスク管理、緊急的な対応の典

型的な事例でして、厚生労働省としても薬事食品

衛生審議会にご相談をしながら、特例的な措置を

出したところで、皆様方のご協力に感謝したいと

考えております。 
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 また審議会の利益相反の問題です。利益相反と

いうのは、どういうことかと申し上げますと、端

的にいうと企業からお金をもらっている人が審査

をするというのはおかしいのではないかという議

論です。従来から、企業の治験とか試験とか、そ

ういった開発に携わった方は審議会等で審査に携

わらないということをルールにしてきたわけです

が、それを一歩進めて、お金をもらった人はどう

なんだという議論でして、これはアメリカ、ヨー

ロッパでも実は議論になっている問題です。 

 当面の対応としまして、奨学寄付金とか、ある

いは受託研究費とか、そういったお金の支払いが

過去３年、年間500万を超える場合はやめていただ

こう。500万円以下の場合には議決には加わるのを

やめていただこう。あくまで、これは当面のルー

ルということで、正式なルールを今年中に定める

ということで、いま審議会のなかで議論がされて

おります。また、こういった数字も変わっていく

のかもしれませんけれども、今のところ、こうい

うかたちでいわゆる利益相反問題に対応をしてい

るところでございます。 
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 先ほど申し上げましたとおり、いま医薬品業界

に吹いている風というのは官民対話ですとか、イ

ノベーションですとか、新健康フロンティアです

とか、産業ビジョンですとか、この１年、本当に

フォローの風が吹いているんだろうと。 

 初に申し上げたここ10年、市場としてはほと

んど大きくなってきていないわけですが、業界に

対する期待あるいは注目というのは、かつてなか

ったほど大きなものがある。この期をとらえて、

皆様方、その基本にあるのは 初に申し上げた信

頼であるというのをいま一度ご確認いただいて、

ご活躍いただくことをお願いして、私の話を終わ

らせていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。（拍手） 

 

 

 

 



―  ― 18

 
 

 外国製造業者認定申請について、申請の代行を

されている製造販売業者の方が多いと思いますの

で、説明させていただきます。 

 

 
 

 外国製造認定は、薬事法第13条の３により、外

国において本邦に輸出される医薬品等を製造する

製造所に対し、区分ごとに与えられます。 

 製造業許可と同様、認定も医薬品等の製造販売

の承認要件のひとつです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 では、申請書類で留意すべき事項について説明

させていただきます。 

 まず、申請にあたりましては、独立行政法人医

薬品医療機器総合機構のホームページに、認定を

受けた製造所の一覧のほか、制度の概要や関係通

知等が掲載されておりますので、ご参考にして下

さい。 

 申請者になる方は、法人としての代表権を有す

ることが必要です。 

 外国における会社組織の法制度等により、代表

者の考え方が異なり、代表権を有する方が申請者

になることが困難な場合は、委任状をもって、代

表権を有する方から代表権を持たない業務を行う

役員の方に、申請を委任することを認めることも

あります。 

 ただし、委任が認められても、代表権を有する

方の診断書の添付は省略できませんのでご注意下

さい。 

 また、平成18年度より、新規及び区分追加申請

の手数料は廃止され、新たに登録免許税９万円が

課されております。更新及び区分変更申請につい

ては引き続き、手数料１万９千４百円が課されて

おります。納付方法については、総合機構のホー

ムページにも掲載しておりますので、ご参照下さ

い。 

 

 

2. 外国製造業者認定申請資料について 

厚生労働省医薬食品局審査管理課
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 診断書については、全ての業務を行う役員につ

き、提出する必要があります。 

 代表権を有する方は、担当業務に関わらず、必

ず業務を行う役員に相当します。 

 業務を行う役員の方を確認するため、国内業許

可に準じ、業務分掌表を添付して下さい。業務分

掌表は、代表権を有する方及び代表権を持たない

業務を行う役員が全員記載してあって、誰が代表

権を有する役員で、誰が代表権を持たない業務を

行う役員であるかが分かるように記載されていれ

ば、業務を行う役員以外の方を記載しなくても差

し支えありません。 

 

 
 

 診断書の提出については、製造所が所在する国

におけるプライバシーの保護、雇用又は人事に関

する法令に抵触するなどの、合理的な根拠がある

場合は、医師の診断書に代えて、当該役員が「精

神の機能障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚

せい剤の中毒者でないこと」を疎明する書類を提

出することができます。 

 この場合の「合理的な理由」は、前述の医師の

診断書に代えて疎明する書類に記載するか、また

は、別途理由書を添付して下さい。 

 

 
 

 外国政府の発行する許可証等がある場合は、写

しを提出して下さい。 

 当該許可証等が外国語の場合は、邦訳を添付し

て下さい。 

 

 
 

 当該許可証等だけでなく、診断書、履歴書等の

他の提出書類についても、外国語である場合は、

必ず邦訳を添付して下さい。また、英語以外の言

語を邦訳した場合は、必ず翻訳証明を提出して下

さい。なお、翻訳を行ったのが個人の方であれば

署名等が、会社等が行った場合は、社印の押印が

必要です。 

 また、みなしの認定更新の際には、みなし期間

の確認のため、輸入販売業許可証の写しと、みな

しがあることの確認のため、当該製造所名の記載

された品目追加許可書等の写しを添付して下さ

い。 

 提出書類については、関係通知等でもよくご確

認のうえ、不備のないように調えて、申請してい

ただくようお願いいたします。 

 

 以上をもちまして、外国製造業者認定の申請書

類についての説明を終わります。 

 ご静聴ありがとうございました。 
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 薬事法の改正前においては、医薬品、医薬部外

品、化粧品又は医療用具を業とする場合、通関の

際に、医薬品等の輸入販売業許可証、輸入承認書

又は輸入届出等を提示し、当該許可の品目と輸入

物品のインボイス上の品目を確認することによ

り、通関を許可されておりました。現在でも、旧

薬事法の経過措置期間中（以下「みなし業態期間

中」という。）の業者においては、同様の手続きで

輸入されております。 

 これは、関税法第70条第１項の規程により、「他

の法令の規定により、輸出又は輸入に関して許可、

承認、その他の行政機関の処分、又はこれに準ず

るものを必要とする貨物については、輸出申告又

は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている

旨を税関に証明しなければならない。」とされてい

るからです。これに、該当する事例として、旧薬

事法第22条においては、「医薬品、医薬部外品、化

粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を受けた者

でなければ、それぞれ業として医薬品、医薬部外

品、化粧品又は医療用具の輸入をしてはならな

い。」という規程を受けたものであります。 

 この旧薬事法に定める「輸入販売業許可証」に

つきましては、薬事法改正に伴い、「製造販売業許

可」に包含されることとなりました。 

 つまり、本邦に入ってくる医薬品等については、

関税法第70条第１項が、直接適用されないことに

なるわけですが、海外からの無承認無許可医薬品

類の不正流通は依然として後をたたない状況にあ

り、通関の段階において引き続き水際での防止を

行わなければならないことから、医薬品、医薬部

外品、化粧品又は医療機器を輸入し、製造販売又

は製造しようとする場合には、製造販売業者又は

製造業者は輸入する目的（製造販売、製造）に応

じた届出を行わなければならないことを施行規則

に規定したところです。 

 

 

 

 製造販売用輸入届、製造用輸入届につきまして

は、医薬品等を輸入し、税関での通関手続きの際

に、関税法第70条第２項に規定する条件の具備の

証明として、業の許可を取得している正規業者で

あることとして「業許可証の写し」と個々の品目

についての情報として「輸入届」を掲示していた

だくことで、通関時の確認作業を行っていただく

こととなります。 

 輸入届の概要ですが、総括責任者の在籍する事

務所から厚生労働省へ届けでていただくことと

し、届出の窓口は、関東信越厚生局と近畿厚生局

と九州厚生局沖縄麻薬取締所となります。 

 次に届出の種類ですが、製造販売については、

施行規則第94条に規定した製造販売用輸入届によ

り、輸入品目が最終製品の場合に用いる様式とし

て施行規則中の様式50により届け出ていただきま

す。 

 製造については、施行規則第95条に規定した製

3. 輸入届について 

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
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造用輸入届により、輸入物品が原薬、中間製品の

場合に用いる様式として、施行規則中に様式52と

して示してあります。 

 届け出た内容に変更があった場合は、様式51に

より変更の届出を行って下さい。 

 輸入届出の提出時の取扱については、様式を２

部提出していただき、届出の一部は厚生局で確認

後受理し、一部は、厚生労働省確認済み印を押し

て提出者へお返しします。 

 ここまで手続きが完了した輸入届と業許可書の

写し、インボイス等を税関での手続きの際に掲示

いただくことで、輸入貨物を受け取っていただく

ことになります。 

 輸入届を提出する際について、もう少し詳しく

説明させていただきます。 

 製造販売又は製造のために医薬品等を輸入しよ

うとする製造販売業者又は製造業者は、あらかじ

め通関の時までに、次に掲げる事項を厚生労働大

臣に届け出なければなりません。 

 １．製造販売業者又は製造業者の氏名及び住所 

 ２．輸入しようとする品目の名称 

 ３．製造販売業者又は製造業の許可の種類、許

可番号及び許可年月日 

 ４．外国において当該品目を製造する製造所の

名称、所在地 

 ５．外国製造業者の認定区分、認定番号 

となっています。 

 しかし、冒頭でもふれましたが、輸入品の流通

に支障のないような新たな制度を導入することを

前提に、みなし業態期間中は従来の輸入手続きで

通関が可能となるようにしております。 

 みなし業態期間中は新規扱い品目に対してのみ

通関前に届出を行っていただくこととなります。 

 旧法において、承認・許可・届出などがなされ

ている品目を引き続き輸入する場合は、旧法の業

許可の有効期間内であれば、従来通り、許可書な

どを掲示すれば通関は可能となります。 

 みなし業態期間が過ぎ業許可更新を行う際に

は、従来どおり通関できた品目について、輸入届

を提出していただくこととなりますが、みなし業

態期間中に取得した輸入届については、外国製造

業者の認定についてもみなしが適用されている輸

入届については、認定の更新申請をして認定を受

けた際は、変更届の提出をお願いいたします。こ

れは、外国製造業者のみなし認定中は認定番号が

付与されていないためであり、みなしからの更新

認定後には、認定番号が付与されますので、認定

番号の変更届を届け出をお願いします。 

 また、みなし業態期間からの業許可更新にあた

り、輸入届の提出については、業許可更新の許可

証が交付されてから、届出を行うようになってお

りますが、これだと、業許可証の交付から届出提

出、受理までにタイムラグが生じます。 

 その間、輸入通関が行えなくなるため、事業者

の業務が停滞する恐れがあります。それを解消す

るための措置として、先日、10月１日付けで通知

を発出いたしました。この通知は、業許可更新申

請中においても輸入届の届出ができるよう措置し

たものです。具体的には、従来、輸入届を提出す

る際に、添付書類として、製造販売業又は製造業

許可証の写しの添付を求めておりましたが、これ

を製造販売業又は製造業許可更新申請中であるこ

とが確認できる書類として、都道府県において受

理印が押された業許可更新申請書の写しをもって

業許可証の写しに変わる添付書類とし輸入届けを

受領することといたしました。この方法により輸

入届けの提出を行った者については、許可証が交

付された後に、製造販売業許可証の写し又は製造

業許可書の写しを地方厚生局へ提出をお願いしま

す。 

 この措置により、みなしからの業許可更新申請

中に輸入届けの受付することにより、輸入通関業

務が滞りなくおこなえると考えています。 

 その他、輸入届についていくつかの諸注意をさ

せていただきます。 

 まずは、基本的なことですが、輸入届の一般的

な要件不備、すなわち必要添付書類が添付されて

いないものや、必要記載事項が記載されていない

もの、記載事項が添付書類の内容と矛盾するもの

が見受けられますので、十分ご注意願います。ま

た、添付ＦＤに記載しているにもかかわらず、書

面の輸入届の必要項目に記載していなかったりし

ているものも見受けられますので、注意をお願い

します。 

 また、輸入届書の備考欄記載については、必要

記載事項の一部として必須のもの以外は、記載し

ないようお願いします。記載していることにより、

備考欄の記載事項に変更が生じたという理由で、

変更届を提出されても変更届の対象外ですので、

ご注意願います。 

 最後に、監視指導・麻薬対策課関係として、輸

出用届の適合性調査、について質問がありました

ので、ご説明いたします。 

 販売名変更により新規承認を取得した場合、以

前提出した旧輸出届は承認整理した変更前の承認

を引用しているため、新たに新規の承認を引用し
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て輸出届を提出したが、適合性調査の必要性につ

いて確認したいということですが、この場合は、

新旧の承認の同一性（輸出届の内容）について自

社担保（自社で明確に）しておくことにより、適

合調査の省略は可能であるということになりま

す。 

 皆様からいただいた質問については以上です。
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 本日は医薬品の市販後安全対策についてお話を

させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

 
 

 まず、本日の話題ですけれども、五つの項目に

分けまして医薬品の市販後安全対策の概要から副

作用制度、それと安全対策課で進めております事

業につきましてお話をさせていただくとともに、

販売制度改正にかかる薬事法改正の概要などにつ

いてもご説明できればと思っております。 

 

 

 

 

 

 
 

 まず、医薬行政の概要です。開発から始まりま

して次に治験の段階へと移っていきます。この中

では、治験の情報が収集され、まとめられたデー

タを承認申請し、厳正な審査を経まして承認され

ます。これらの医薬品の有効性や安全性の確保の

ために、各段階において必要な規制を行っている

のが薬事法です。 

 市販後安全対策というのは、承認後の医薬品に

関します副作用の情報収集を行い、その収集され

ましたデータを分析、評価いたしまして、その後

の安全対策の企画立案、たとえば添付文書などの

改訂等を行うといった薬事法の規制に基づいて対

策を行っています。 

 

 
 

 

４．医薬品の市販後安全対策について 

厚生労働省医薬食品局安全対策課



―  ― 24

 その他の分野の医薬品行政といたしましては、

血液製剤の安定配給ですとか、麻薬等の取り締ま

り、化学物質安全対策、医薬分業の推進、薬剤師

の資質向上などが挙げられます。 

 

 
 

 まず、医薬品の市販後安全対策の概要について

お話します。 

 

 
 

 医薬品の有用性を評価するときには、まず治療

上の効能・効果と副作用、リスクとベネフィット

を理解する必要があります。医薬品の有効性と安

全性の確保のためには、治療上の効能・効果を勘

案して、適宜、適切に使用する必要がありす。 

 

 
 

 こちらは有効性と安全性に関します情報量をグ

ラフにして示しております。まず、基礎研究の段

階となりますと、薬理試験であるとか、あるいは

毒性の試験といったものが含まれます。 

 次に第Ⅰ相臨床試験に進みますと、通常は健常

成人に対する試験ということで主に安全性の情報

を網羅していきます。第Ⅱ相、第Ⅲ相へと向かう

につれて、次に患者さんの情報を収集していくと

いうかたちで、徐々に情報量というものは増えて

いくというかたちであります。承認申請されまし

て最終的に承認されて販売開始をされた後も、こ

の有効性と安全性に関する情報量のグラフは上昇

していくということになります。 

 

 
 

 これはどういうことかと申しますと、承認前に

治験等から得られます安全性の情報というものに

はどうしても限界が生じてまいります。皆さんも

ご存じのとおり、治験のプロトコールは、患者数

ですとか、あるいは併用薬や合併症、年齢等、非

常に限られた中での構成となってまいりますの

で、どうしても情報としては限られてしまいます。 

 ただ、販売が開始されますと、患者数も増加し

ますし、それと併せまして患者背景も多様化して

くるということになります。たとえば、治験では
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禁止されておりました併用薬を使用している患者

さんに対しても投与されますし、治験に組み入れ

られていないような合併症を持たれていた患者さ

んに対して投与するということもございます。あ

るいは、小児や老人の方に使われるというような

ことも生じてくるかと思いますので、年々情報量

は増加してきます。 

 それに伴いまして、承認前には予測できなかっ

た副作用の発現の恐れも生じてまいりますので、

市販後安全対策というところは重要な課題であり

ます。 

 

 
 

 次に、医薬品安全対策に関する副作用制度と、

進めております事業についてお話をさせていただ

きます。 

 

 
 

 安全対策のサイクルということで、こちらに図

式化しております。 

 

 
 

 まず、副作用が発生して、副作用が発見される。

そうしますと、次に情報収集の段階にまいります。

情報が収集されまして、その収集された情報を次

に分析する。分析していった中で評価を行い、安

全対策の措置を講じていくということになりま

す。 

 情報提供に関しましては、添付文書の改訂であ

るとか、あるいはドクターレターであったり、お

知らせ文書であったり、いろいろなツールがあり

ます。 

 

 
 

 副作用の報告制度に関して、まず企業報告制度

というものがあります。こちらは薬事法に基づき

まして、企業が医療機関等から収集した医薬品な

どの副作用、感染症ですとか、研究報告、外国で

の措置に関する報告等を厚生労働省に報告しまし

ょうと義務付けた制度であります。重篤・非重篤

ですとか、未知・既知に応じまして15日対応であ

ったり、30日対応であったりとしておりますけれ

ども、現在は、医薬品医療機器総合機構に企業か

らの報告は収集されて、そちらのほうで調査等も

行っているという状況であります。 

 もう一方、医薬品・医療機器等安全性情報報告

制度というものがあります。こちらも薬事法に基
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づきまして、医師や歯科医師、薬剤師の方々の医

療関係者の方々や、薬局の方々から副作用につい

て報告を収集する制度ということでございます。

この経緯といたしましては、まず昭和42年３月、

こちらは医薬品副作用モニター制度ということで

記載しておりますけれども、まず3000の医療機関

を選定しまして、そちらから情報を収集するとい

うかたちです。 

 昭和53年８月になりますと、次に薬局モニター

制度ということで、こちらは約3000の薬局をモニ

ターに指定しまして、情報を収集するというかた

ちで行っておりました。平成９年７月になりまし

て、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度とい

うものが設けられまして、報告対象施設は全国に

広める、医療機関、薬局等全国に含めまして約21

万施設ほどに増やして情報収集をお願いするとい

うかたちでありましたけれども、平成15年７月に

はこれが薬事法制化されまして、必要と認めると

きにはその旨を厚生労働大臣に報告しなければな

らないということが規定されております。 

 

 
 

 こちらは医薬品の副作用症例報告数の推移を表

したものでございます。上が企業報告ということ

で、おおよそ昨今では２万5000件ほどが年間に報

告されております。企業報告に関しましては、現

在、総合機構で収集しておりますし、受付をして

おります。 

 また、下の医療機関等からの報告ということで

は、こちらは現在も厚生労働省で受付をしており

ますけれども、おおよそ約4000件の情報が年間に

収集されているという状況であります。 

 

 
 

 そのほかの副作用制度といたしまして、感染症

定期報告制度というものがございます。こちらは

生物由来製品に関しましては、さらに上乗せの制

度といたしまして、感染症に関する情報を収集し

て、定期的に、現在では６か月に１回評価し、報

告していただくというかたちのものを設けており

ます。報告されたものに関しましては、定期的に

開催されております安全対策部会に報告している

ところでございます。 

 そのほか、ＷＨＯの枠組みといたしましては、

加盟各国が副作用症例の情報を国際的に収集し、

安全性に関する情報を交換するためにＷＨＯが設

けている制度ということで、国際医薬品モニタリ

ング制度というものがございまして、現在81か国

が参加しているという状況であります。 

 

 
 

 次に市販直後の安全対策の推進ということで市

販直後調査というものがございます。先ほどもお

話ししましたように、市販後といいますのは、対

象患者さんが拡大するということなどによりまし

て承認前に予測できない重篤な副作用が発現する

ことですとか、副作用の発生傾向に異なることが

起こる、生じる可能性もあるというところで、市

販直後の調査に重点を当てようというところであ
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ります。 

 そのような調査によって副作用等による被害を

最小限に食いとどめようということを目的として

おります。具体的には、企業の方々にお願いして

おりますのは、まず医療機関に対しまして確実な

情報提供、注意喚起等を行っていただき、適正使

用に関する理解を促していただきたいということ

です。 

 ２点目に関しましては、重篤な副作用及び感染

症の情報を迅速に収集し、必要な安全対策を実施

していただきたいことです。その方法といたしま

しては、企業の医療情報担当者が医療機関に出向

きまして、医療関係者の方々にご説明、またご協

力を依頼していただくということになります。 

 その協力とは、まず、医薬品というものは市販

後調査対象であるということです。そもそも再審

査というものは承認時に課せられることが通常で

すけれども、それに含めまして、市販直後調査と

いうものの対象でもあるということを医療関係者

に周知していただき、その期間特に注意して情報

等の提供、あるいは収集をお願いするということ

になります。 

 今までご説明しましたところは、製薬企業から

厚生労働省への副作用情報等の報告に基づくとい

うことでありましたけれども、このような調査に

加えまして、国としても直接医療現場における使

用状況や副作用の発生状況を迅速に把握、評価し、

適正使用のために必要な情報を迅速に医療現場へ

提供するよう安全対策を講じる必要があるという

ことで、平成18年度に予算化されており、国が直

接、この市販直後安全性情報収集事業を設けまし

て、いわゆる定点観測事業を推し進めているとい

う状況でございます。こちらは医薬品を選定いた

しますと、だいたい全国から６カ所程度の医療機

関を選定いたしまして、毎月情報を直接いただく

という体制で行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 収集する情報といたしましては、まず対象医薬

品の使用状況及び副作用の発現の状況ですとか、

対象医薬品に関します製造販売業者等による情報

提供活動の状況も確認するというかたちです。ま

た、各医療機関内における安全管理情報の活用状

況ですとか、そのほか、その施設独自で行ってい

る状況ですとか、何らかの関連する情報を寄せて

いただいています。 

 

 
 

 すでに定点観測を終了した品目は安全対策部会

に報告しています。企業の市販直後調査と国にお

けます調査は、そもそも事業が違っているという

こともありますので、実施しているときは医薬品

や、医療機関の選定に関しましては公表しており

ません。ただし、定点観測を終了いたしまして報

告をまとめて直近の安全対策部会にかけるといっ

た段階では情報公開をしております。 
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 次に、データの分析です。 

 

 
 

 まず、データマイニング手法というものの導入

をいま検討している段階でございます。先ほど、

企業の報告といたしましては年間に約２万5000

件、医療機関や薬局からは年間に約4000件の情報

が集められるというお話をさせていただきまし

た。このように大量なデータを日々機構や厚生労

働省で確認しているという段階でありますけれど

も、このデータベースを「鉱山」とみなしまして、

そこから有用な情報を「採掘（mining）」するとい

うところからデータマイニング手法ということで

呼んでおります。 

 具体的には副作用報告のデータベースから因果

関係がありそうな医薬品と副作用の組み合わせ、

シグナル等コンピュータによるデータ処理によっ

て検出する。検出されたシグナルは、臨床等の専

門家の評価を経るなどしまして、安全対策につな

げることが考えられております。 

 

 
 

 これは図で示したものになります。副作用報告

データベースというものがございまして、これは

週刊と日刊でラインリストといったかたちで出力

しまして分析をしている。こういった中にデータ

マイニング手法を導入することによりまして、よ

り効率よく迅速に、また高度化させるということ

が狙いの一つでございます。 

 

 
 

 次に対応措置の決定のお話をさせていただきま

す。 

 

 
 

 情報の評価・立案ということで厚生労働省に報
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告されました医薬品・医療機器等の安全性に関す

る情報に関しましては、薬事・食品衛生審議会の

安全対策部会に意見を聞いたうえで、添付文書改

訂の指示などの必要な安全対策を講じています。 

 

 
 

 緊急対応の拡充といたしましては、一昨年の12

月安全対策部会のもとに安全対策調査会を設置い

たしまして、緊急対応の拡充を図っています。昨

今であれば、タミフル等の調査会を設けて対応し

てます。 

 

 
 

 次に情報提供です。 

 

 

 
 

 まず、緊急安全性情報です。緊急安全性情報、

いわゆるドクターレターというものですけれど

も、重要かつ緊急な伝達が必要と判断されるもの

につきましてはドクターレターを配布するように

指導をしております。 

 平成18年度は１件、タミフルの副作用後の異常

行動についてお願いしております。医療機器に関

しましては平成16年に１件ございました。そのほ

か平成15年はニフレックが１件あったかと思いま

すけれども、平成14年度は５件ございました。こ

のようなかたちで、何らか重要かつ緊急なものと

いうものに関しましてはドクターレターを配布し

ています。 

 もう一つ、厚生労働省緊急ファックス情報とい

うものがございまして、これは、今ですと平成９

年３月28日にヒト乾燥硬膜の使用停止についてと

いうことで１件事例がございます。この際には、

硬膜移植患者さんにおきましてクロイツフェル

ト・ヤコブ病が発症したといったところから、即

時ファックス情報を流したというところでござい

ます。 

 

 
 

 次に医薬品・医療機器等安全性情報です。こち

らは情報提供の手段といたしまして、毎月、安全
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対策課が発行しているものでございます。これら

安全性情報といったところはホームページで提供

することにより、直近の添付文書改訂等の情報を

医療現場に提供しております。また、総合機構の

ホームページにおきましても、添付文書の情報の

改訂等も含めまして情報提供をしています。 

 

 
 

 また、関係学会医薬品適正使用推進事業といた

しまして、関係学会の協力を得まして、最新の医

薬品情報を収集、評価いたしまして、ガイドライ

ンの作成を行い情報提供を行っているというとこ

ろでございます。平成15年、16年度に関しまして

は、サリドマイドの安全管理に関するもの、また、

呼吸器の治療用医薬品に関しましてガイドライン

の提供をしています。 

 平成17年度は小児喘息治療薬ですとか、深在性

真菌血症に対する抗真菌剤に関するガイドライン

の依頼などを行っておりまして、今後も引き続き

このようなガイドラインの作成の依頼を行ってい

く予定です。 

 

 
 

 また、安全対策の透明性を確保する観点から最

近の新たな情報提供に関しましては、本年の１月

から医薬品機構の医療用医療機器情報提供ホーム

ページというところにおきまして、平成16年４月

以降のすべての報告症例の概要につきましての公

表をスタートしています。 

 

 
 

 こちらが医薬品機構におけます公表のものの事

例を記載しております。死亡症例につきましては、

機構の副作用検討会において評価しています。 

 

 
 

 次に、「患者向医薬品ガイド」の説明をさせてい

ただきます。 
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 医薬品情報提供のあり方に関する懇談会という

ことで、平成13年２月に開催されておりますけれ

ども、医薬品総合情報ネットワークの構築に向け

まして、平成13年９月に取りまとめられておりま

す。その中で、医薬品とは情報と一体になっては

じめてその目的が達成できるものとされておりま

す。したがいまして、患者さんへの情報提供の充

実がうたわれています。 

 

 
 

 これらを踏まえまして、平成17年６月30日付で

「患者向医薬品ガイド」の作成の要領を公表して

おります。作成の目的は、患者さん自身が医療用

医薬品を正しく理解し、重篤な副作用の早期発見

に資するよう提供することです。 

 作成対象は、警告欄が設けられているもの、患

者に説明する事項が記載されているもの、また患

者さんに対しまして、特別に適正使用に関する情

報提供が行われているものなどについて、「患者向

医薬品ガイド」の作成を行っているところです。 

 

 
 

 情報提供といたしましては、先ほどから何度か

お伝えしております医薬品総合機構のホームペー

ジのほうに情報は公開しております。 

 

 
 

 次に、医薬品安全対策に関する事業というとこ

ろで、重篤副作用総合対策事業についてお話をさ

せていただきます。 

 

 
 

 まず、副作用の特徴といたしましては、こちら

に３点挙げております。１点目は担当医の専門外

の領域に発生するということ。２点目はその発生

頻度が低く、経験する機会が少ないということ。
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３点目は明確な発生機序がわかっていないという

ことが挙げられます。場合によっては発見が遅れ

重篤化するということもございますので、このよ

うにとらえにくいリスクに対しましては、どのよ

うに対応、管理していくかが問われることになり

ます。 

 

 
 

 こちらに示しておりますのは、重篤副作用疾患

の例でございますけれども、一般的に重篤な副作

用といいますのはその発生頻度は低いです。ここ

に挙げております間質性肺炎ですとか、皮膚粘膜

眼症候群、いわゆるスティーブンス・ジョンソン

症候群に関しましては、多種類の医薬品で発生す

ることがあります。 

 

 
 

 従来の安全対策といたしましては、医薬品に着

目しまして医薬品ごとに発生した副作用を収集、

評価し、臨床現場に添付文書の改訂等によって注

意喚起するという警報発信型、事後対応型という

ものでございました。平成17年度から４年計画で、

このような安全対策に加えまして医薬品の使用に

より発生する副作用疾患に着目した対策整備を行

い、さらに副作用発生機序解明研究等を推進する

ことによりまして、予防・予測型の安全対策へと

転換を図ることを目的として重篤副作用総合対策

事業といったものが開始されたところです。 

 

 
 

 
 

 平成17年７月に重篤副作用総合対策検討会を開

催いたしまして、患者さん、及び臨床現場の医師

や薬剤師などに活用できる治療法や判別等を包括

的にまとめた対応マニュアルを作成することとい

たしました。記載項目、対象副作用疾患を決定い

たしまして、いま現在12の関係学会と連携いたし

まして、重篤副作用疾患別対応マニュアルの作業

を進めております。今後、でき上がっていったマ

ニュアルから順次評価して公表していく予定でお

ります。 
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 こちらが実際の重篤副作用疾患別対応マニュア

ルの事例でございます。こちらに示しております

副作用名ですけれども、赤色の文字で記しており

ますところが、すでに公表しておりますマニュア

ルですので、総合機構のホームページで確認する

ことが可能です。あと、青文字で記しております

ところも、現在作業を進めていっているという段

階です。また、来年早々にいくつか公表していく

予定です。 

 

 
 

 次の事業といたしまして、妊娠と薬情報センタ

ーの事業をご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 まず、妊娠と薬情報センターの設立といたしま

しては、平成17年10月に国立成育医療センターに

設置を行っております。目的としては二つ、相談

業務と調査業務が挙げられます。 

 まず相談業務といいますのは、妊婦さん、また

これから妊娠を希望する女性の方々からの相談に

応じまして正確な情報を伝えるということで、不

安を取り除き最善の医療が行えるようにするとい

うことです。二つ目の調査業務は、妊娠の結果情

報を収集、評価しまして、将来の相談者への貴重

な情報として役立てていこうというものです。 

 

 
 

 これを図で示しますと、まず中心に国立成育医

療センターに妊娠と薬情報センターが設置されて

おります。この中でデータベースとして非常に蓄

積の年数が長いというところで、カナダのトロン

ト大学の小児病院のマザーリスク・プログラムは

約20年の経験を持っておりますけれども、こちら

と連携をしつつ情報を入手し、さらに最新の論文

情報などを蓄積してデータベース化を図っている

ところです。 
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 設立されました平成17年10月から平成19年５月

までの相談件数ですけれども、約550件の情報が寄

せられております。この中でいちばん多いものが

精神神経系やかぜ薬で相談が寄せられているとこ

ろです。 

 当初は世田谷区限定で開始したところですけれ

ども、平成18年２月には東京都と神奈川県に拡大

をいたしました。平成18年９月には、関東１都６

県に拡大をいたしまして、平成19年４月からは、

全国５施設の協力を得まして、地域対象を拡大し

ていっているところです。 

 

 
 

 いま現在の協力病院といたしましては、こちら

に示しております６施設になっておりますけれど

も、今後も協力病院の体制整備を行いつつ、さら

に施設を増やしまして全国展開を図っていきたい

と考えております。 

 

 
 

 次に後発医薬品に関します情報提供ということ

でお話をさせていただきます。 

 

 
 

 まず、規制改革・民間開放推進３カ年計画とい

うことで平成17年３月25日に閣議決定がなされま

して、後発医薬品の品質確保、情報提供の充実及

び安定配給の確保等の使用環境の整備を図る旨が

示されています。 

 医療用医薬品の添付文書の記載要領につきまし

ては、平成９年４月25日付の安全課長通知により

示しているところですけれども、後発医薬品の添

付文書につきましても同通知に基づいて記載する

こととされております。 
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 平成18年３月24日付で安全対策課長通知「後発

医薬品に係る情報提供の充実について」というこ

とで発出されており、後発医薬品の情報提供の充

実を図るという観点から、後発医薬品に係る添付

文書の記載にあたりましては、スライドに示して

おります「組成・性状」ですとか、「薬物動態」あ

るいは「取扱い上の注意」といったところの点に

特に留意するようにお願いをしているところでご

ざいます。 

 この次の段階といたしましては、経済財政運営

と構造改革に関する基本方針ということで平成18

年７月７日付に閣議決定がなされておりまして、

後発医薬品市場の育成を図る旨が示されたところ

です。 

 

 
 

 厚生労働省といたしましては、後発医薬品の使

用推進を図るためにその環境整備について取り組

んできたところですけれども、その一環といたし

まして、後発医薬品に係る相談体制を充実するこ

ととしております。 

 その一つといたしまして、総合機構のほうに後

発医薬品に係る相談の受付ということで平成19年

４月26日に発表しています。これは従来の受付の

業務に加えまして、後発医薬品に係る相談も受け

付けることとしたことから、相談対象者といたし

ましても医療関係者自体も新たな対象となってお

ります。受付等の情報はこちらに記載していると

ころです。 

 

 
 

 次に、一般用医薬品販売制度改正ということで

ご説明をさせていただきます。 

 

 
 

 薬事法の一部を改正する法律というところで、

平成18年法律第69号に記されています。このポイ

ントといたしましては、一般用医薬品の販売に関

しまして、リスクの程度に応じて専門家が関与し、

適切な情報提供等がなされる実効性のある制度の

構築ということになります。 
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 リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整

備というところで、リスクの程度にかかわらずに

従来は情報提供について一律の取り扱いをしてい

たところですけれども、新制度といたしましては、

リスクの程度に応じて３グループに分類いたしま

して、情報提供を重点化しています。 

 第１類医薬品から第３類医薬品まで分類いたし

まして、第１類医薬品に関しましては、文書によ

る情報提供を義務づけたということになります。

３類医薬品に関しましては薬事法上特段定めはし

ていないというところで、めりはりをつけたとい

うところです。 

 

 
 

 薬事法改正の施行期日について、こちらのスラ

イドでは日付等のご紹介をしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 一般用医薬品のリスク分類といったところでご

紹介させていただきましたけれども、平成18年11

月30日付の安全対策部会におきましては、2578成

分につきまして分類を提示したところです。 

 

 
 

 告示されましたのが第１類医薬品に関しまして

は23成分、第２類医薬品に関しましては478成分で

漢方が210処方、第３類医薬品に関しましては732

成分を告示しております。 

 

 
 

 次に、一般用医薬品の販売を担う新たな専門家

ということで、新たな体制といたしまして登録販
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売者の仕組みを設置したところです。薬剤師は国

家資格ですけれども、登録販売者は都道府県の試

験により設置できるという状況でございます。薬

局であれば薬剤師が設置されまして、すべての一

般用医薬品を置けるというところで従来と変わら

ないところですけれども、新制度では店舗販売業

と配置販売業におきまして、薬剤師かまたは登録

販売者を設置するというところです。薬剤師が設

置されているところではすべての一般用医薬品を

配置でき、登録販売者の場合は第１類医薬品以外

の一般用医薬品を配置できます。 

 

 
 

 次のポイントといたしましては、適切な情報提

供及び相談対応のための環境整備もポイントとい

うことで挙げております。たとえば、薬局ですと

か、店舗におけます掲示、取り扱う医薬品の種類

がどうであるのかといったところですとか、店舗

におります専門家の種類ですとか、そういったと

ころの掲示です。あるいは、医薬品のリスクの程

度に応じた外箱の表示で、どういったかたちであ

れば患者さんによりわかりやすく情報が伝えられ

るのかといったところです。 

 あるいは、医薬品のリスク区分ごとに分けた陳

列を行うというところで、ここでは第１類医薬品

に関しましてはオーバー・ザ・カウンターという

ことで、販売者側から購入者へカウンター越しに

医薬品を手渡すといったような陳列方法ですと

か、その他いろいろな条件におきまして、関係各

方面の意見を聞きながら具体的に検討を図ってい

るという現状です。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 そのほかの改正のポイントといたしましては、

今までの従来の制度では専門家を常時配置しまし

ょうというところではございましたけれども、店

舗等の管理業務を行うためなのか、あるいは購入

者に対する情報提供の業務を行うためなのかとい

ったところが判然としていないという状況でした

ので、新制度ではこれを明確に整理していくとい

ったところです。そのほか、こちらのスライドに

示しております趣旨のことについて検討を図って

いくところです。 

 

 
 

 最後になりますけれども、安全対策の方向性と

いうことです。 
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 現在進めております重篤副作用総合対策事業の

推進などに加えまして、医療現場での対応能力の

向上も図ろうというところでこちらにも重点を置

いて施策を図るところです。また、研究的な取り

組みといたしましては、多くの分野の専門家、ま

た患者さんの方々の協力を得つつデータ等の蓄積

を行いまして、副作用発生のリスク因子、発生機

序の解明に取り組んでいくというところを必要条

件としております。こういった課題を意識しつつ、

今後の医薬品安全対策を進めていきたいところで

ございます。 

 

 
 

 こちらは平成19年度に予算化されました事業を

紹介したものです。医薬品安全使用実践推進事業

ということで、従来の警報発信型、事後対応型と

いったところを予測・予防型の安全対策を講じよ

うといった観点からも医療現場においてより積極

的に医薬品安全性情報を活用、実践していくとい

うことが重要と考えました。厚生労働省に有識者

からなります医薬品安全使用実践推進検討会とい

うものを設置いたしまして、全国で先進的な取り

組みをしている医療機関の事例を収集、評価いた

しまして公表していくことで、各医療機関におけ

ます対応能力の向上など、医薬品の安全対策の取

り組みの推進に役立てたいと考えています。 

 いま現在、検討を進めている段階ではございま

すけれども、全国から約５施設、ある程度情報の

推進が進んでいるところの病院を選定いたしまし

て、そちらの病院の中での安全対策の推進や活用

状況を収集いたしまして、何らかのかたちで情報

提供できるようにということで考えております。 

 

 
 

 副作用のリスク因子の解明に資するためにファ

ーマコゲノミクスの分野の研究も進めています。 

 これらの施策を通じまして、より積極的な安全

対策を進めるためには、製薬企業の皆様ですとか

関係学会の皆様、また医療関係者の方々の協力が

不可欠というところでございますので、今後とも

安全対策に関しましてもご協力のほど、よろしく

お願い申し上げます。以上で終わらせていただき

ます。 
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「医薬情報室」では、厚生労働省の情報公開の中

で、特に、医薬食品局（食品安全部を除く）の情

報公開への対応を担当しております。 

 本日の、医薬品等製造販売業等管理者講習会は、

主に承認審査等に関することをお話するための講

習会かと思っておりますが、平成13年に情報公開

法が施行されて以来、医薬品等の承認申請資料に

対する情報公開請求が非常に多いことをふまえま

して、その考え方等を皆様にお話させていただく

ことが必要と考え、今年から、「医薬品の情報公開

について」という演題を設けていただきました。 

 

 
 

 本日は、大きく分けて３点をお話したいと思い

ます。１点目は、そもそも情報公開法とはどのよ

うな法律かということを説明致します。２点目は、

医薬食品局における情報公開、特に、承認申請関

係資料における情報公開の考え方についてです。

３点目は、今後の課題です。 

 

 
 

 まず、「情報公開法」についてご説明します。 

 

 
 

 通常、情報公開法と呼んでおりますが、正式名

称は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法

律」と言います。この法律は、平成11年５月成立

しまして、平成13年４月から施行されております。 

 また、国の行政機関の保有する情報を何人でも

公開（開示）請求をすることを可能とした画期的

な法律です。 

 

 

5. 医薬品の情報公開について 

厚生労働省医薬食品局総務課医薬情報室
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 次に、情報公開法の目的についてご説明します。 

 まず、「国民主権の理念に則した開示請求権の実

現」が目的になります。行政からの情報提供とい

う意味では、従前から記者発表等がありましたし、

また、医薬食品局関係で言いますと、医薬品機構、

正式には独立行政法人医薬品医療機器総合機構が

インターネットを通じて公表している「医薬品情

報提供システム」において、安全性情報、新薬承

認に関する情報等の、ある意味行政サービスとし

ての情報提供等がありました。 

 それとは別に、この法律の制定により法的な権

利として開示請求権が実現されました。 

 さらに、開示・不開示決定、法的には行政処分

に相当しますが、それに異議があれば、不服申立、

訴訟の可能性が生じました。 

 これは、行政側にとってみれば説明責任、つま

り、アカウンタビリティーの明文化でもあります。

行政による情報の独占が排除され、行政をいかに

進めているかという過程を十分説明しなければ国

民から支持が得られないことになりました。 

 また、この法律により、国民は、行政を進めて

いる過程について必要な情報を入手することが可

能となりますし、行政運営に関する的確な認識の

もとに適正な意見を形成することが可能となりま

す。ひいては、公正で国民の意見が反映された行

政を実現することができます。 

 

 
 

 それでは、情報公開法の基本的な部分について

ご説明いたします。 

 まず、法の対象となる機関の範囲ですが、国の

行政機関が情報公開法による公開の対象となりま

す。独立行政法人についてはほぼ同様の内容とし

て「独立行政法人の保有する情報の公開に関する

法律」として別建てになっており、14年10月から

実施されています。医薬関係では、厚生労働省本

省のほか、医薬品医療機器総合機構も独立行政法

人として対象となります。 

 次に、法の対象となる文書について申し上げま

す。 

 情報公開法による行政文書の定義としては、｢行

政機関の職員が職務上作成し、取得した文書、図

画、電磁的記録であって、組織的に用いるものと

して保有しているもの｣となります。職員が自ら作

成した文書の他、第三者の企業等から取得した文

書も含まれ、職員の個人的メモや個人で使用する

勉強用資料を除くほとんどの文書が入ることとな

ります。公印のあるもの、決裁をとったもの等と

いう制約はありません。したがって、製薬企業か

ら提出された承認申請資料なども含め各種文書の

多くが行政文書として情報公開法の対象となりま

す。一方、企業の知的財産権等の保護という要請

もありますので、各企業の企業秘密など法人の正

当な利益を害するおそれがある情報は不開示とな

ります。これについては後述いたします。 

 行政文書を開示する場合は、文字の置き換え、

伏せ字などの加工はせずにそのままの状態で出す

こととされています。したがって、後でご説明す

る不開示情報を消して黒く塗って出すこととなり

ます。開示にあたって、文書の一部を切り分ける

ことはいたしません。例えば、同じ医薬品の剤型

違いである錠剤と散剤で共通の資料概要が提出さ

れている場合がありますが、「錠剤の資料概要」と

して開示請求があった場合、開示請求には直接に
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含まれない散剤の内容も含めて開示することとな

ります。 

 次に、開示請求権者について申し上げます。 

 情報公開法では、誰でも行政文書の開示を請求

できることとされています。その代わり、たとえ

情報内容が開示請求者本人のものであっても、個

人保護としてマスクされます。つまり、誰が請求

者であっても、同じ内容を開示することとなりま

す。 

 次に、スケジュールについて申し上げます。 

 情報公開法では開示請求を受けてからの処理期

限が定められており、原則30日以内に決定を行う

こととされています。この日数には土日休日も含

んでカウントすることになります。しかしながら、

たとえば医薬品の承認関係の文書など、行政機関

以外の者である第三者に関する情報が記載されて

いる文書の場合、この第三者との調整に時間がか

かる場合などがあります。この場合には期限を延

長することがある旨の規定が定められています。 

 この延長は30日以内とされておりますので、当

初の請求から数えて60日以内での決定となりま

す。 

 最後に、費用についてご参考に申し上げます。 

 開示請求に係る費用として、請求時に行政文書

１件の請求ごとに300円、インターネットを使用し

た電子申請であれば１件200円の開示請求手数料

を納付いただくことになっています。 

 そのほか、開示実施の手数料として、紙で交付

する場合であれば１ページあたり10円、電子デー

タで交付する場合は、ＣＤは100円、ＤＶＤは120

円を基本額として１ページごとに10円を加算した

手数料を納付いただくことになりますが、開示実

施手数料は当初の請求手数料を控除するため、紙

であれば30ページ、ＣＤであれば20ページをこえ

た場合に追加での納付をいただくことになりま

す。 

 

 

 ついで、開示請求の実際の手続についてご説明

いたします。 

 厚生労働省本省では大臣官房総務課情報公開文

書室が開示請求の窓口となります。 

 ただし、厚生労働省の関係であれば、厚生労働

省本省、社会保険庁、国立医薬品食品衛生研究所

等の研究所、地方厚生局などが、それぞれ個別に

情報公開に対応しているので、各機関の所有する

文書の開示を請求する場合には、欲しい文書を持

っている機関の窓口にそれぞれ請求することとな

ります。 

 請求したい文書が特定できない場合には、各府

省が保有する行政文書の行政文書ファイル名につ

いて、ホームページで提供されているため、請求

する方にこちらで検索等して特定していただくこ

とになります。 

 開示請求があった場合の、より具体的な手続き

については後述いたします。 

 また、開示請求を行って開示決定を通知された

際に、その内容に不服があれば、請求者が不服を

申し出ることによって行政機関はもう一度判断し

直すことになります。その際、独善的にならない

よう、内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に

諮問し、検討結果を答申という形で受け、それを

踏まえて開示不開示を再度決定することとなりま

す。 

 

 
 

 ついで、情報公開法による行政文書の開示の考

え方についてご説明いたします。 

 行政文書を開示する考え方は、原則開示であり、

法に定める条件を満たすものののみが不開示とな

ります。 

 不開示情報としては、よくみられるものとして

「個人情報」「法人情報」の２種類があります。こ

れらについては後述いたします。 

 この他に、次のようなものがありますので参考
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のため申し上げます。 

 「国の安全等に関する情報」として、国の安全

又は他国等との信頼関係が損なわれるおそれがあ

るもの、他国等との交渉上不利益を被るおそれが

あるもの。 

 「公共の安全等に関する情報」として、捜査や

公訴の維持、刑の執行などに係るもの）、「審議、

検討に関する情報」として、率直な意見交換や意

志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

もの。 

 「国等の事務事業に関する情報」として、監査、

検査、取締り、試験に係る事務に関し違法行為や

不当行為を容易にするおそれがあるもの、人事管

理事務に関し公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれのあるものなどです。 

 

 
 

 では、不開示となる情報のうち、「個人情報」に

ついてご説明いたします。 

 基本として、個人を識別できる情報、特定の個

人を識別することができないが公にすることによ

りなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

は原則不開示となります。 

 例えば、申請時の資料概要を例にとると、臨床

試験における治験責任医師の氏名、患者の氏名な

どが個人情報に該当することとなります。 

 ただし、以下の３点の情報は開示されることと

なります。 

 一つめとしては、法令の規定や慣行により公に

されている情報です。例えば、承認申請書に記載

された会社の代表者の氏名などです。 

 二つめは、人の生命、健康、生活又は財産を保

護するために公にすることが必要な情報です。 

 三つ目は公務員の職に関する情報です。例えば、

国家公務員の氏名であれば、いわゆる幹部、管理

職に限らず、係員でもすべて開示となります。 

 

 
 

 ついで、不開示情報の類型の二つめ、法人情報

についてご説明いたします。 

 法人情報については個人情報と考え方が少し異

なり、個人情報は個人が識別されれば原則不開示

となりますが、法人情報は一定の要件を満たすも

ののみが不開示とされています。 

 具体的には、情報公開法の規定に即して申し上

げると、一つめが法第５条第２号イとして、「公に

することにより、当該法人等又は当該個人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるもの」となります。二つめは同号のロとして、

「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件

で任意に提供されたものであって、法人等又は個

人における通例として公にしないものとされてい

るものその他の当該条件を付することが当該情報

の性質、当時の状況等に照らして合理的であると

認められるもの」となります。 

 なお、ただし書きとして、「人の生命、健康、生

活又は財産を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報を除く」という規定がつ

いておりますので、５条２号イやロに該当するも

のがいかなる場合においても不開示となる、とい

うことではありません。 

 具体的には後でご説明いたします。 
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 次に、情報公開法のその他の点について説明し

ます。 

 まず、開示決定の態様ですが、文書の存在を明

らかにした上で、全部開示・一部開示・全部不開

示する方法と、文書の存否そのものを不開示にす

る場合があります。これは、その文書を持ってい

るといっただけで不開示情報を明らかにしたこと

になる場合です。たとえば、特定の個人の病歴に

関する情報の有無や、まだ審査中の承認申請書の

有無が明らかになってしまう場合です。つまり、

ある医薬品について承認申請されていることが明

らかになっていない場合には、その承認申請書の

文書の存否は答えません。 

 次に、不服申立と内閣府情報公開審査会への諮

問、答申について説明します。 

 不服申立は、請求者も第三者もできます。第三

者というのは、承認申請者等、開示される情報の

元々の持ち主のことで、行政と開示請求者以外と

いう意味ですので、第三者という言葉を使ってい

ます。 

 不服申立があると、開示決定を行った当事者で

ある行政機関が再度検討し、判断を下すことにな

りますが、当事者である行政機関の自己評価に任

せるのではなく、第三者的立場からの評価を踏ま

えた判断を加味することにより、より客観性・合

理性を担保しています。そのため、第三者機関と

して内閣府情報公開・個人情報審査会が設けられ

ています。 

 情報公開審査会では部会が４つ設けられ、１部

会３名の委員で構成されており、委員は内閣総理

大臣に任命されます。学者、弁護士、裁判官経験

者が多いです。審理は原則として書面審理で行わ

れますが、不服申立人や諮問庁、つまり行政機関

は、意見書を出したり、口頭で意見を述べる機会

が与えられます。そして、審査会で審理が終わる

と、答申が出されますので、行政機関では、答申

を尊重してあらためて開示等決定をします。なお、

この答申は公開されます。 

 

 
 

 続きまして、医薬食品局における情報公開の現

状について説明致します。 

 

 
 

 昨年、平成18年度の厚生労働省本省全体の開示

請求は4641件ありました。そのうち、食品安全部

を除く医薬食品局への開示請求は3440件ありまし

て、省全体の４分の３、また74％に及ぶこととな

ります。今年度もほぼ同様のペースで請求されて

おります。 

 

 
 

 続きまして、医薬食品局の開示請求内容につい

て説明致します。 



―  ― 44

 医薬食品局の開示請求のうち、医薬品、医薬部

外品、化粧品及び医療機器の承認申請関係資料が

98％となります。承認関係資料とは、承認申請の

際申請企業より提出される承認申請書、資料概要、

審査結果、指示事項回答書などです。 

 また、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器

を比較すると医療機器が50％強で非常に多くなり

ます。請求者としては、同業者と思われる企業か

らの請求がほとんどで、情報公開法の趣旨から若

干はずれている感があります。 

 安全対策関係の請求としては副作用症例票等の

開示請求がありました。 

 

 
 

 続きまして、医薬食品局における情報公開の開

示不開示の取り扱いについて説明致します。 

 平成13年の情報公開法施行時に、医薬食品局が

保有する文書は量が膨大で内容も専門的であるこ

と、また、限られた時間で開示請求に対し迅速に

対応する必要があること、開示請求者や利害関係

を有する第三者に対して判断の透明性、公正性を

担保する必要があることとの主旨から医薬関係文

書に係る「開示・不開示基準」を策定いたしまし

た。 

 また、平成13年の基準策定後、大幅な薬事法の

改正等があり、承認制度が大きく変更され、承認

申請に必要な文書、記載内容にも大幅な変更があ

った等により、平成19年３月に基準の見直しを行

なっております。なお、見直しにあたっては、日

薬連をはじめ各業界団体等にも幅広くご意見をお

聞きした上で行いました。 

 当該基準については、平成19年３月30日付け医

薬食品局長通知「医薬食品局の保有する情報の公

開に係る事務処理の手引」として発出しておりま

す。手引は、厚生労働省のＨＰの情報公開関係の

サイト 

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

x.html）に掲載しておりますので、ご参考にして

ください。 

 

 
 

 では、本通知の記載の中から、今回来て頂いた

企業に関係が深いと思われる審査管理業務に係る

行政文書について、開示・不開示の考え方を簡単

に説明致します。 

 承認申請書、資料概要等の行政文書については、

情報公開法の主旨から医薬品の有効性、安全性又

は品質を適正に評価した上で承認していることを

国民に説明し、理解を得る義務がある事から原則

開示と考えております。ただし、承認申請資料に

は企業秘密及び個人情報といった情報も含まれて

おり、一定の配慮をしております。 

 なお、承認申請の際に提出される書類の中で、

試験成績等の生データ等が記載されている、いわ

ゆる「添付資料」については、公にすると、他社

による同種製品の承認申請等を容易にするおそれ

が大きいことから、全部不開示としております。 

 

 
 

 続きまして、開示の対象となる承認申請関係の

資料について、どのように企業秘密及び個人情報

といった情報に配慮しているかを説明致します。 

成分や製剤の有効性・安全性を確認するための試
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験などは医薬品の有効性、安全性又は品質を適正

に評価した上で承認していることを国民に説明

し、理解を得る義務がある事から原則開示として

おります。 

 また、成分や製剤の製造、規格等に係る情報に

ついては、企業情報として原則不開示としており

ます。ただし、不開示とする際、該当する項目の

記載内容をすべて不開示にするということではな

く、不開示とする必要のある箇所のみを部分的に

不開示とする形となります。 

 例えば、「資料概要」の情報公開請求があった場

合、スライドに記載した項目については有効性・

安全性を確認するための試験などと考えられ原則

開示と扱っております。 

 まず、「起原又は発見の経緯等」です。ただし、

当該医薬品の開発のスケジュールがわかる全体経

緯図は不開示としております。 

 「薬理作用」です。ただし、相当特殊な試験方

法であれば不開示とする事ができますが、あまり

不開示とした実績はありません。 

 「吸収、分布、代謝、排泄」です。ただし、吸

収に係る試験を実施する際に必要な放射性標識化

合物の合成方法、製造方法が推定される情報は不

開示としております。 

 「毒性」です。これについても、相当特殊な試

験方法であれば不開示とする事ができますが、あ

まり不開示とした実績がありません。 

 「臨床試験」です。ただし、臨床試験等の実施

施設名、担当医師名等、また患者の個人情報とな

る部分は不開示としております。ただし、施設名・

医師名及び患者の個人情報等であっても論文等で

公表済みの情報は開示しております。 

 なお、その他の「製造方法」、「規格及び試験方

法」、「製剤設計に係る試験」等の項目については、

企業秘密等にあたる情報として不開示としており

ます。ただし、添付文書、外箱表示、医療用医薬

品であればインタビューフォーム等に記載のある

情報、論文や広告として公表している情報、MR 活

動等で患者や医療関係者に情報提供されている内

容については開示しております。 

 

 
 

 次に、今後の課題についてお話します。 

 

 
 

 現在、情報公開法ができて６年半たっておりま

すが、皆様にも、情報公開法に対する理解につい

て、さらに深めていただきたいと思っております。 

情報公開法では、個人メモ以外の行政が持ってい

る文書はほとんどが開示請求の対象となります。

時々、「なぜ企業の提出した申請書が情報公開の対

象となるのか？」という問い合わせがありますが、

「行政文書」とは、厚生労働省が作成した文書の

みではなく、他者から提出された文書等も含まれ

るためであることをご理解いただきたいと思いま

す。 

 次に、開示・不開示の考え方に対する理解も深

めていただきたいと思っております。 

 承認申請書等の開示請求があった場合、皆様は

承認申請者、つまり情報公開法で言う「第三者」

として我々と開示・不開示部分の調整をしていた

だきますが、その際のお願いです。承認申請書情

報公開法の考え方は、「原則開示」でして、さらに

具体的な開示・不開示の判断は、情報公開法の趣

旨に基づき、手引をもとに実施しております。し

たがって、不開示を希望される場合、なぜ企業の

不利益になるのかを理論的に明確に示していただ
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けるとありがたいと思っております。また、時々、

製造方法などのノウハウだからという理由ではな

く、審査を通りやすくするため、つまり承認取得

のためのノウハウなので不開示にしてほしいとい

う要望がありますが、このような理由で不開示と

するのは難しいのでその点もご理解いただきたい

と思います。 

 今後も、皆様とは、第三者又は開示請求者とし

てもいろいろやりとりをさせていただくと思いま

すが、ご協力とご理解をよろしくお願い致します。
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 ここでは、新医薬品の承認審査に係る 近の話

題、承認申請に関する注意事項等について説明い

たします。 

 

 
 

 平成16年４月１日に独立行政法人医薬品医療機

器総合機構が設立されました。機構では、医薬品

の副作用や生物由来製品を介した感染等による健

康被害の救済に関する業務、薬事法に基づく医薬

品や医療機器などの審査関連業務及びその安全対

策業務を行っています。 

 新薬の承認審査に関しましては、機構では厚生

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、厚生労働省の 終

判断後に承認されることになります。 

 

 
 

 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。CTD 様式についてはすでにご承知と

は思いますが、平成17年４月から eCTD による申請

受付を開始しましたので、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。 

 

6. 審査関連業務について 

6-1 承認申請の記載に関する注意事項 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
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 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、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。また、申請資料一般にみられる事項

ですが、改正薬事法施行後の申請における手数料

コードの間違いが見受けられます。申請前に十分

な確認をお願いします。 

 一方、従来の「申請資料概要」は、CTD の第１

部と第２部に置き換わり、薬事・食品衛生審議会

での検討資料や情報公開資料となります。そのた

め、CTD の第１部と第２部に含まれる情報量は、

従来の申請資料概要よりも劣ることがないように

留意してください。 

 

 
 

 CTD の品質の項については、第２部の記載要領

の例としてモックアップが平成14年８月に出され

ています。製品の特性によって、記載すべき内容

の範囲や深さは異なりますが、このモックアップ

を参考に CTD を作成していただきたいと思いま

す。また、平成15年11月５日付けで事務連絡が発

出されておりますので、こちらもご参照ください。 

 

 
 

 CTD の臨床の項には、個々の臨床試験結果につ

いて十分な情報量が含まれるようにしてくださ

い。時に情報が不十分な例として、臨床データパ

ッケージの構成、用量設定根拠、効能効果の設定

根拠といった項目が挙げられます。 

 有効性や安全性の解析を行う場合には、その目

的や必要性をよく検討した上で解析を実施し、そ

の結果をわかりやすく記載してください。例えば、

有効性については、各試験の対象患者や試験デザ

イン、用量などを考慮する必要があります。患者

を対象とした臨床試験が２～３試験しか実施され

ていないのであれば、あえて統合解析を行う必要

はないと思われます。 

 また、CTD 第２部、特に2.7.6個々の試験のまと

めについては、簡単な表のみで提出される場合が

目立ちますが、従来の資料概要のト項のようにま

とめていただくようお願いします。 

 安全性についても、集計対象症例の試験条件の

違いに特に注意してください。旧 GCP と新 GCP の

試験や、異なる副作用判定基準を用いている試験

など、異なる基準で副作用が収集されている場合

には、それらの結果の統合解析を行うことは適切

ではありません。CTD では、有効性や安全性につ

いて統合解析や層別比較などによる記載が中心に

なる印象を受けられているような話も伺います

が、審査においてはまず個々の臨床試験結果が重

要であることは従来と変わりません。 

 追加で実施する解析、いわゆる後付け解析は、

個々の臨床試験結果を補足する位置付けになりま

すので、誤解のないようにお願いします。有害事

象、臨床検査値異常変動といった安全性のデータ
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の評価に際しても、個々の臨床試験結果が基本に

なります。 

 

 
 

 その他に留意すべき点として、新規添加剤につ

いては、関連する資料を品質等の適切な項に記載

すること、また、新医薬品添加物専門協議用の資

料は該当する資料を抜き出して別途作成すること

になります。エイズ関連医薬品については、従来

の通知どおりの取扱いですが、米国又は欧州にお

いて CTD が作成されている場合には、そのままで

かまいませんし、NDA 形式等で作成されている場

合でも、そのまま用いることで結構です。 

 また、併用療法による場合の申請資料について

は、品目毎に資料を作成する必要がありますが、

共通する部分の資料については一方の品目にのみ

資料を添付することで差し支えなく、それ以外の

品目については当該項目を起こした上で、資料は

別品目に添付している旨を記載した紙を挟みこむ

ようにしてください。 

 資料に添付するタグ、特に第１部及び第２部に

つきましては、耳の部分に項目名も記載してくだ

さい。これは平成15年11月５日付けの事務連絡に

も記載されていますので、ご対応いただくようお

願いします。 

 市販後調査基本計画とお手元のテキストにあり

ますが、ここは「製造販売後調査等基本計画」に

訂正をお願いします。昨年９月16日付けで「医薬

品安全性監視の計画について」と題して ICH E2E

のガイドラインが通知され、市販後早期における

安全性の監視活動の計画の立案、充実をお願いし

ております。その中にもありますように、申請に

当たって、製造販売後調査等基本計画については

CTD の第１部に案を添付して頂きたくお願いしま

す。 

 

 

 
 

 CTD については、ここに掲げたような通知が出

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。 

 

 
 

 一昨年４月１日より eCTD による申請受付を開

始しました。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、機構においては、eCTD による審査システ

ム及び体制の整備を行っており、eCTD による審査

も一部始まっています。 

 ご存知のように、eCTD のデータは各審査員が端

末から直接すべての申請データを閲覧することが

できることから、審査の迅速化、効率化が図られ

ることが期待されます。eCTD による正式な申請は

始まったばかりですので、申請者側にも不安があ

ると思いますが、従来の紙媒体による CTD 申請に

加え、参考提出でもかまいませんので、eCTD も併

せてご提出いただければと思います。 
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 一昨年４月から本年３月３１日までに参考提出

も含めて34件の eCTD が提出されています。 

 また、昨年ご紹介したとおり、既に PMDA におい

ては、専用のビューアが実装されておりますが、

昨年度はオートバリデータを整備しました。これ

により、申請者から提出された eCTD が通知通りで

きているか、間違っている場合はどこに間違いが

あるか、統一的に検査することができます。この

知見を基に今年度中には、申請する前にある程度

申請者側でチェックができるバリデータを無償配

布する予定です。 

 更にこれまで紙で行ってきた差替え作業も、

eCTD 上でもできるようにしましたので、専門協議

や部会前に資料の整備を行うことも可能となって

います。 

 今年度は、今ご紹介した無償バリデータに加え、

eCTD による専門協議の実現を目指しております。

システムの整備は既に整いましたが、今年度中に

実運用の実現可否について検証していきたいと考

えています。これにより、モジュール１及び２以

外（つまり、モジュール３から５）については、

紙で一切提出しなくても機構における審査が可能

になると考えています。 

 このように eCTD を導入することにより、将来的

には、資料の削減、審査の一層の効率化が図られ

ると考えております。 

 また、これまで機構に寄せられた eCTD に関す

るお問い合わせや、通知に合致していなかった例

などについて、機構ホームページ上にて情報を公

開しております。eCTD のご提出前に、今一度内容

をご確認いただきたいと思います。 

 機構においては、eCTD よる審査の知見を積み重

ねている状況にありますが、申請者側においても

eCTD 申請にかかるノウハウの蓄積をはかり、eCTD

による審査の一層の迅速化、効率化を図る体制の

整備を図っていきたいと考えていますので、引き

続きご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 
 

 ここからは、各分野において留意すべき点につ

いて、 近の照会事項の例示等をもとに具体的に

示し、解説いたします。 

 はじめに品質分野からですが、 まず承認申請書

の規格及び試験方法等の記載に関する事項です。 

これまでも、承認申請書の記載は原則、日本薬局

方の記載に準じるようお話ししているところでは

ありますが、特に注意していただきたい点は「シ

ステム適合性」に関する記載です。 

 現在、日米欧各極において、システム適合性に

対する考え方が異なっていることから、システム

適合性として実施すべき要求事項が各極で多少異

なっております。本邦の申請においては、日本薬

局方で求められている事項を満たす設定を行うよ

うにして下さい。 

 

 
 

 次に標準物質に関する事項です。 

 近の事例では、原薬の製造ロットのうち、高

純度なロット品を標準物質とし、その規格につい

ては原薬と同じ設定にしているケースが認められ

ます。 

 標準物質は既存品よりも高純度なものとして位
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置付けられることから、原薬規格と同等な管理基

準を設定することは適切ではないと考えます。 

 

 
 

 次に、原薬及び製剤の製造方法の記載に関する

事項です。 

 昨年の管理者講習会でもお話いたしましたが、

原薬及び製剤の開発の過程で、特にその品目の製

品の品質保持上重要な工程条件が明らかになった

場合、例えば、原薬の反応条件、抽出条件や製剤

の凍結乾燥条件等のパラメータが 終的な品質に

大きな影響を与えることが確認された場合には、

具体的に CTD 第２部の製造工程の開発経緯及び製

造工程の項に、確認した事項及びパラメータの変

動による影響について記載していただき、品質保

持のために的確な管理が実施されることを詳細に

説明していただきたいと思います。 

 特に重要工程、重要パラメータの特定に至った

経緯について、その根拠データ及び申請者の考察

を詳細に記載し、説明していただきたいと思いま

す。 

 

 
 

 生物由来原材料を用いて製造される医薬品･医

療機器については、その原材料の特性、製造段階

での処理方法、臨床現場での使われ方等から感染

性因子混入リスクを総合的に評価し、生物由来製

品又は特定生物由来製品の指定が行われます。 

生物由来製品又は特定生物由来製品指定の審査に

際して、提出していただく必要がある資料を次に

挙げました。 

 提出は審査担当者から適切な時期に依頼があり

ます。 

 ここに示す３種の資料を準備いただく必要があ

りますが、この「生物由来製品又は特定生物由来

製品指定審査資料のまとめ」は様式1と様式２から

構成されており、様式１は「一般名、販売名、申

請者、効能効果、用法用量、生物由来原料又は材

料の使用の有無」についての情報を記載していた

だくものです。様式２では、各生物由来原材料の

具体的な管理方法の記載をしていただきます。今

回は、特に様式２の記載における注意点について

ご説明いたします。 

 

 
 

 様式２で記載いただく内容についてご説明いた

します。複数の生物由来原材料を使用している場

合、様式２は当該原材料毎に作成して下さい。 

 「使用した生物由来原料又は材料の名称」につ

いてですが、生物由来の有効成分や添加物の原料

に加え、製造工程中に用いた生物由来原材料、例

えば培地成分や宿主細胞などの名称を記載して下

さい。動物種、使用部位についても記載をお願い

いたします。 

 「使用した生物由来原料又は材料の分類」 と「生

物由来原料又は材料の使用目的」については、該

当するものにチェックをお願いいたします。 
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 引き続き、様式２の記載についてご説明いたし

ます。 

 「生物由来原料又は材料の由来となる人･動物の

スクリーニング･管理の内容」については、対応す

る告示･通知等、例えば生物由来原料基準、血液製

剤総則など、がある場合はこれを引用し、由来と

なる人･動物等のスクリーニング・管理方法につい

て記載して下さい。 

 「生物由来原料又は材料のウイルス等の不活化

及び除去処理等の内容」については、生物由来原

材料の製造工程における、全ての不活化処理等の

内容について、滅菌処理も含めて記載して下さい。 

 「製造工程の概要」については、原薬･製剤の製

造工程の概要を示すフローチャートを添付し、不

活化及び除去処理に下線を付して下さい。複数の

生物由来原材料を使用しているために、この欄が

共通になる場合は、共通である旨を記載していた

だくことでも結構です。生物由来原材料の製造工

程については、ここに記載していただく必要はあ

りません。 

 「ウイルスクリアランス試験結果の概要」につ

いては、ウイルスクリアランス試験を実施してい

る場合には記載して下さい。その際、生物由来原

材料の製造工程での試験成績と原薬･製剤の製造

工程での試験成績がある場合は、それぞれ記載し

て下さい。また、ウイルスクリアランス試験を実

施していない場合はその理由を記載して下さい。 

 なお、アスタリスクを付けた項目については、

別紙として記載していただいても結構です。 

 生物由来製品又は特定生物由来製品の指定審査

資料のまとめ、様式２の記載についての説明は以

上です。 

 

 
 

 ここからは、薬理分野につきまして、４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、薬物

血中濃度から作用発現の可能性が示唆された場合

であっても、臨床試験においてその薬理作用に由

来する臨床効果が認められていない場合には、そ

の薬理作用を標榜することは適切ではありませ

ん。特に添付文書の薬効薬理の項では、臨床試験

結果を裏付ける観点で適切な記載をしていただけ

ますようお願い致します。また、公表論文等を引

用して説明されている薬理作用につきましては、

生データが担保された評価資料ではありませんの

で、考察として引用することは構いませんが、有

効性の説明に用いることは適切ではありませんの

でご留意下さい。 
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 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。従いまして、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薬

理試験のみから主張することは適切ではありませ

ん。 

 

 
 

 このスライドは、活性代謝物に関するものです。 

 薬物によっては代謝物が有効性に寄与する場合

があります。またその活性代謝物が未変化体と異

なる薬理作用を示すこともあります。このような

場合、原薬を経口投与した後の作用を説明するだ

けでは不十分であり、経口投与したときの薬理作

用が何に基づく作用なのか、薬物動態及び活性代

謝物の薬理作用から説明する必要があります。特

に、ヒトと動物で薬物代謝に種差がある場合は、

ヒトにおける活性代謝物の薬理作用及び臨床用量

における薬物動態から、臨床試験における有効性

を考察し説明する必要があります。 

 

 
 

 このスライドは、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について、そ

の投与方法、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考察する必要が

あります。また、薬物の作用機序から考えられる

ものであるか否かについても考察して頂きたいと

思います。その上で、ヒトで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。

さらに、臨床試験で認められた関連する有害事象

や副作用発現率と対比させながら、薬物動態や用

量等を考慮した薬物の安全性についての考察が必

要とされます。 

 薬理に関する説明はこれで終わりですが、CTD

第２部の非臨床概括評価及び概要部分を作成する

際、専門用語の日本語訳については、時に直訳さ

れ通常使用されることがないような用語が用いら

れていることもありますので、 新の薬理学用語

辞典、教科書等の成書、諸学会での用語集等を参

考にして、適切な用語を用いるようにお願い致し

ます。 

 

 
 

 次に、薬物動態について照会事例を交えてご説

明します。 
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 このスライドでは、薬物動態の解析方法につい

て示します。 

 これらの照会では、薬物動態パラメータ算出過

程、薬物濃度測定値、パラメータの要約、定量限

界及び図表等の適切な表示、異なる試験あるいは

対象における薬物動態データの比較方法の妥当性

について確認しました。 

 

 
 

 このスライドは、PK/PD 評価に基づいた有効性

の考察を求めた例です。特に、感染症治療薬領域

では、申請品目の薬効と も相関する薬物動態パ

ラメータがAUC/MICあるいはCmax/MICのいずれに

該当するのかを踏まえ、投与回数や適応菌種の説

明が必要です。また、感染症治療薬等にとどまら

ず、医薬品の性質や臨床使用方法を踏まえて

PK/PD のアプローチが求められる場合があること

にもご留意下さい。厚生労働省の委託事業として

として「臨床 PK/PD ガイダンス」の検討が行われ、

ドラフトが専門誌に投稿されていますので、承認

申請の際の考え方の参考としていただきたいと思

います。 

 

 
 

 開発医薬品の薬物動態の特徴を踏まえた対応を

求めた例を紹介します。 

 本薬はチトクローム P450（CYP：シップ）によ

る代謝を受けないため、本薬の薬物動態は肝機能

の影響を受けにくいと考察されていますが、肝臓

での代謝は CYP（シップ）だけでなく、抱合代謝

もあります。 

 本薬の場合、主代謝経路は抱合代謝であること

から、肝機能の程度により本薬の体内動態に影響

が出る可能性が考えられます。そのため、肝機能

のグレード別に本薬の血漿中濃度推移、薬物動態

パラメータの提示を申請者に求め、肝機能が体内

動態に及ぼす影響の有無について説明を求めまし

た。 

 

 
 

 次に、ヒトを対象とした試験成績からトランス

ポーターを介した薬物間相互作用が臨床的に重要

であることが確認された薬物の事例です。 

 本薬の添付文書における相互作用に関する情報

は CYP による代謝の内容のみであったことから、

本薬の薬物動態プロファイルを踏まえた情報提供

が必要であることを指摘しました。 

 

 
 

 このスライドの事例は、薬物投与後の組織にお

ける薬物の蓄積と有害事象に関するものです。 

 医薬品開発において、薬剤投与後の組織の蓄積
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は、主に動物を用いた非臨床試験において検討さ

れます。 

 スライドの事例では、ラットの反復投与試験で

14日間連続投与後に水晶体に血漿の100倍以上の

薬物濃度が検出されたことに対して、申請者は、

単回投与時と連続投与時の水晶体中濃度がほぼ等

しく、また、連続投与終了96時間後には水晶体中

濃度が連続投与時の10％程度に低下したことか

ら、水晶体における蓄積はないと考察しています。 

 しかし、本薬は、長期間連日服用する薬剤であ

るため、服用中は水晶体における薬物の蓄積が懸

念されます。さらに、国内第Ⅰ相反復投与試験に

おいて、白内障、視力低下もみられています。 

 これらのことから、安全性に関して申請者に説

明を求めた例です。 

 

 
 

 このスライドは、免疫抑制作用を有し、長期間

の使用が想定される遺伝子組み換え医薬品の照会

事例です。 

 遺伝子組み換え医薬品等では、中和抗体産生の

有無、中和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留意が必要です。 

 後に、CTD 第２部の非臨床分野の資料作成に

ついてですが、非臨床試験は臨床における有効

性・安全性を担保する位置付けの試験であり、非

臨床薬物動態試験は医薬品の薬理・毒性を薬物動

態の面から科学的に裏付ける試験です。申請資料

はそのような観点で作成していただきますようお

願いします。 

 

 
 

 次に非臨床安全性に関する 近の動向について

説明したいと思います。 

 

 
 

 厚生労働科学研究班の研究事業として、「ワクチ

ンや抗がん剤など特殊な成分の医薬品における非

臨床安全性試験の実施手法等に関する研究」が行

われ、今春報告書がまとめられました。報告書中

には「ワクチンの非臨床安全性試験に関するガイ

ドライン案」及び「抗悪性腫瘍薬の非臨床におけ

る安全性評価に関するガイドライン案」とそれぞ

れのガイドライン案に対する Q&A がまとめられて

います。これらについては今後、専門系の雑誌等

に投稿が行われる予定となっていることから、承

認申請の際の考え方の参考としていただきたいと

思います。 
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 本年より、産・官・学が一堂に会して医薬品の

開発に関する問題点を議論する場として、日本薬

学会レギュラトリーサイエンス部会による「医薬

品評価フォーラム」が開催されており、本年1月に

は「医薬品代謝物の非臨床安全性評価」について、

8月には「バイオ医薬品の品質と安全性」について

議論が行われました。このフォーラムについては

今後も定期的に開催される予定であり、業界から

も積極的に参加し、議論を行っていただきたいと

思います。 

 

 
 

 ICH（日・米・EU 医薬品規制調和国際会議）に

おいて、Step4目前となっている S1（がん原性試

験のための用量選択）及び、改訂作業が進行中の

S2（遺伝毒性）M3（非臨床試験の実施タイミング）

ガイドラインに加え、S9（抗がん剤の非臨床安全

性評価）が新規トピックとして議論されることに

なりました。また、今後 S6（バイオ医薬品の非臨

床安全性評価）ガイドラインの改定も行われる可

能性が高くなってきています。ガイドラインを適

正かつ有効なものに仕上げるため、業界からも活

発なご意見を期待しています。 

 ICH における 近の特徴といたしましては、現

状のガイドラインで十分にヒトでの安全性を担保

することが困難な新規医薬品が開発されたり、可

能な限り動物試験のムダをなくし効率よい安全性

評価を求めていることです。バイオ医薬品や抗が

ん剤等は既存の試験法で試験を実施しても評価す

ることが困難な場合が多く、状況や得られた試験

結果を考慮しながら基本的にはケースバイケース

で対処することが望ましいと考えます。ガイドラ

インを適正に運用するためにはその実施意味を十

分に理解する必要がありますが、非臨床毒性試験

は FIM（ファーストインマン）初めてヒトに投与

する場合の初期用量の安全性とその後の増量の適

切さを評価する事を大きな目的としています。そ

のためには総合機構の治験相談制度を十分に活用

して十分議論することが重要であると考えます。

具体的には、30日調査（初回治験届け）の前にわ

が国で初めて被験薬を投与するために必要な非臨

床試験データが充足しているかを議論するため

「第Ⅰ相開始前相談」、さらには申請前には得られ

た動物試験とヒトでの治験における有害イベント

を総合的に評価し、市販後の安全性を確保するた

め「申請前相談」を可能な限り実施し、申請時に

は非臨床毒性試験に関する懸念事項は解決してい

ることが本来の毒性評価と考えます。 

 

 
 

 次に、対面助言時にもお話をしていることです

が、臨床試験を計画し、実施する際にご注意いた

だきたいポイントについて簡単に述べたいと思い

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
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験を実施するようにお願いいたします。 

 「臨床試験デザイン」については、ここにお示

しした事項だけで十分とは言えない場合も個々に

はありますが、臨床試験の設計・実施時に、 低

限に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 患者背景の偏り、解析対象集団の妥当性や欠

測値の扱いをどのように扱うのか、適切な対象

患者が選択できる基準を設けているか 

② 真のエンドポイントとサロゲートエンドポイ

ントの関係について、どの程度、科学的な説明

ができるか 

③ 適切な症例数と無効同等も考慮した非劣性マ

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」 

⑤ 例えば、中間解析の実施等、試験計画時から

の重大な変更の有無について、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、治験相談を御利用いただ

ければと思います。 

 

 
 

 臨床分野の承認申請資料のまとめ方について説

明します。 

 まず第一に資料の質をそろえることに心がけて

ください。特に、引用文献の質に注意を払ってく

ださい。Peer Review を受けた一流の臨床学術雑

誌、例えば New England Journal of Medicine や

Lancet に掲載されている論文あるいは Harrison、

Cecil などの内科学書に記載されている事項と、

国内商業雑誌等に記載されている事項は内容の重

みが異なりますので、文献について、その重みを

十分に考慮して引用して下さい。 

 次に、バイアスをなくすことですが、対立する

見解が存在する場合には必ず併記するように努め

て下さい。いずれ対立意見の存在は分かり、その

場合社内での検討が十分でなかったと、審査でみ

なされるおそれが生じます。 

 論理構成をしっかりとして下さい。臨床試験で

得られた事実とその解釈を区別すること、また文

献的考察、仮説、推論などはその旨明記して、論

理に飛躍がないように注意して記載してくださ

い。 

 近、申請資料概要や回答書等で海外の資料を

持ち込むことが多くなっていますが、国内の支社

内で十分に意味を考え、日本語としての内容を吟

味してください。少数ですがとても読めないよう

な機械訳の資料さえあり、「承認申請資料の体をな

していない」として差し戻された例もあります。 

 

 
 

 申請資料における安全性情報、特に有害事象の

取り扱いについてお願いがあります。 

 まず、副作用ではなく有害事象での集計を行っ

てください。以前は副作用として集計がなされて

いましたが、現在では有害事象ベースで集計が求

められており、審査においても、副作用よりも、

有害事象を中心に安全性の評価が行われます。 

 有害事象に関する医学的判断は、信頼できる医

学専門家の意見を取り入れて慎重に行って下さ

い。時には医学的常識を疑うような見解や担当医

が因果関係を否定していないのに、申請者が簡単

に否定しているものも見られます。 

 特に死亡を含む重篤な有害事象に関しては、こ

ちらでも関連が判断できるような資料の提出を原

則求めることになります。都合の悪いデータを隠

蔽したと思われないような情報の取り扱いを心が

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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 次に、臨床関連の事項についてご説明します。 

 承認申請資料と審査報告は原則として公開され

ます。インターネット上で審査報告を実際にごら

んになった方もいらっしゃるでしょう。 

 承認申請資料、概要等のまとめかたのポイント

としては、引用文献などを含めて資料の質は保た

れているか、有効性の解釈が客観的・科学的か、

結論に至る論理構成が十分であり偏っていない

か、海外の資料を引用する場合には内容の吟味が

十分になされているか、の４点が重要です。この

点を踏まえた上で、申請資料の作成を心がけてく

ださい。 

 情報公開に消極的な傾向が企業の一部に見られ

ます。審査報告が知的所有権、個人のプライバシ

ーに配慮された上で公開されるのは当然ですが、

企業も情報公開の意義を前向きに捉え、例えば資

料番号のマスク要求など無意味なものはやめて頂

くようお願いします。 

 

 
 

 
 

 かつて流行したブリッジング開発戦略のよう

に、国際共同治験のような新しい臨床開発戦略を

用いて、海外に遅れを取ることなく新薬を日本で

使えるようにする取り組みに関して、総合機構は

積極的に応援します。そのためにも、開発戦略の

全体像を明確にして図などわかりやすい資料を作

成して説明していただけると幸いです。 

 また、新しい開発戦略には、良い事ばかりでな

く、弱点と考えられる点があることは珍しくあり

ません。そのようなデメリットに関しても包み隠

さず資料に明記して、本当に大きな問題となり得

るのか否かの判断を行いやすくしましょう。また、

どうしても開発段階でのデータ収集に限界がある

場合も予想されますが、その際には製造販売承認

後にどのような臨床試験や製造販売後調査を行う

事で、不足している情報を補うのかについて具体

的なプランを早期に提示いただければ幸いです。 

 

 
 

 これまでの医薬品開発については、国内と海外

で別々に実施される場合が多く、近年では海外で

先行して臨床開発が開始されてきました。海外で

の開発状況を見ながら、国内での開発が進められ

るということになり、臨床開発の終了時期がどう

しても海外よりも国内で遅くなってしまいます。



―  ― 59

したがって、国内での承認申請時期が海外よりも

遅くなるため、たとえ承認審査を迅速に行ったと

しても、承認時期は海外よりも遅れるということ

になり、国内での臨床開発開始時期の遅延が 近

問題となっているドラッグラグを生む原因の一つ

ではないかと考えられます。なお、承認審査期間

についてもまだ改善すべき点がありますので、こ

の点については、増員等を含め現在機構の改革が

進められているところです。 

 

 
 

 現在医薬品開発の国際化が進んでおりますが、

ドラッグラグを解消する一つの手段として、臨床

開発の早期から日本が積極的に国際共同治験に参

加するということが考えられます。なぜなら、日

本が国際共同治験に参加する事で、国内外での臨

床開発時期を同調させることが出来、結果として

国内での承認申請を海外とほぼ同時に実施するこ

とが可能になると考えられるからです。 

 

 

 そこで機構では、国際共同治験に関する基本的

考え方を整理し、公表することとしました。現時

点における審査側の考え方を公表することで、企

業側における検討を促進して、日本が国際共同治

験に積極的に参加していただきたいと考えたから

です。本考え方の案につきましては、本年４月２

日に厚生労働省により公表され、意見募集が行わ

れました。寄せられたコメントを踏まえて改訂作

業が行われ、平成19年９月28日に審査管理課長通

知として公表されました。 

 

 
 

 本考え方では、個々に記載している12の課題に

ついて、Ｑ＆Ａ形式で解説をしており、日本を含

めた国際共同治験を計画する際に、ここで記載し

ている事項を予め十分に検討していただきたいと

考えております。機構では、国際共同治験に関す

る対面助言については、優先的に取り扱うことと

しておりますので、個々のケースについては、こ

の考え方を踏まえた検討結果を提示していただ

き、より詳細について検討させていただきたいと

考えております。 

 

 以上、医薬品医療機器総合機構より、新薬審査

全般に関する事項等の説明をいたしました。ご清

聴ありがとうございました。 
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 私からは、後発医療用医薬品と一般用医薬品の

承認書の記載整備に関わる留意事項について、説

明させていただきます 。テキストは○ページから

になりますのでご覧下さい。 

 

 
 

 まず始めに、後発医療用医薬品に関して説明し

ます 。 

 改正薬事法適用下における製造販売承認申請上

の留意点として、製造方法に関する留意点の総論

から説明します 。 

 

 

 

 

 

 
 

 まず、原薬、製剤の両方に共通する製造方法の

留意点について説明します 。 

 記載整備の仕方については、スライドにある平

成17年２月10日付け薬食審査発第0210001号通知

の記載例を参考にしてください。 

 製造方法は、原薬の出発物質から製剤の包装・

表示、保管・試験工程に至るまでの全工程につい

て記載してください。また、原則として、製造所

毎に１つの連番で括ってください。ただし、製造

工程が分岐している場合には、同一製造所でも異

なる連番を付して整備していただいても結構で

す。なお、製造方法の冒頭には、製造工程の範囲

を記載してください。また、製造工程全体の流れ

図（フローチャート）、一部変更承認申請及び軽微

変更対象事項としたプロセス・パラメータ等の設

定根拠資料は、PDF ファイルとして添付してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2 承認書の記載に関する注意事項 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構一般薬等審査部
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 次の２枚のスライドは、今ご説明した留意点に

ついての記載例となります。 

 先ず始めに、製造方法欄の書き出しは、先程も

説明いたしましたが、各連番の製造方法の冒頭に、

製造工程の範囲を記載してください。また、製造

工程の範囲に続いて、製造方法のタイトルとして、

製造する製剤名または原薬名を用いて、「○○の製

造方法」と記載してください。 

 

 
 

 本スライドは、一連の製造工程の中で、製造所

を分ける場合の記載例となります。製造所Ａ及び

Ｂにおいて、Ａで包装まで行い、製造所Ｂでは表

示、保管、試験を行う場合も、製造工程の範囲と

製造する製剤名等を記載してください。製造方法

の一環としての「包装・表示・保管・試験」につ

いて、申請書上の記載漏れが多く見受けられるた

め、適切に記載するようお願いします。 

 

 
 

 製造方法に関する留意点２として、原薬につい

ては、原則、従来の原体承認のように反応や培養

工程を伴う２工程以上の記載が必要です。反応工

程とは、共有結合の形成或いは切断を伴う工程で

あり、塩交換や精製工程は含みませんので、ご注

意ください。また、重要工程については漏れなく

記載してください。なお、重要工程とは、ここに

示しました通知に示してありますのでご確認いた

だきたいと思いますが、基本的な考え方としては、

品質に影響を与える工程は重要工程と考えてくだ

さい。申請時には製造方法欄の記載はパイロット

スケールでも可能ですが、差換え時には実製造ス

ケールでの記載に変更していただく必要がありま

す。その理由として、実製造スケールでの記載の

内容により GMP 適合性調査を受けていただかなけ

ればならないからです。従って、以上の内容を満

たすよう、製造販売承認申請書または MF に製造方

法を記載してください。 

 

 
 

 次に、原薬の製造方法に関する留意点（ＭＦに

登録可能な記載について）説明します。 

 MF 登録上、原則、原薬の品質確保に必要な工程

から２工程以上の反応工程を記載してください。

反応工程の考え方については、先ほど説明した通
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り塩交換や精製工程は含まないので、ご注意くだ

さい。２反応以上の工程が記載されていない場合

は、スライドにある通知を参照し、適切に対応し

ていただくことになります。スライドには示しま

せんが方法として２つあります。一つは、２工程

以上になるように製造方法を書き加えること。二

つ目として、前段階の工程をＭＦに登録する方法

です。どちらで対応するかは各メーカーでご判断

していただきたいと思います。 

 

 
 

 製造方法に関する留意点３として、残留溶媒は、

製造工程に溶媒のクラスを加味して、製造方法欄

の工程管理或いは規格及び試験方法欄の規格値と

して設定する必要がないか検討してください。な

お、設定不要と判断した場合には、不要と判断さ

れた根拠資料を提出してください。また、散剤及

び内用液剤については、分包品の容れ目を記載し

てください。更に、注射剤の容器等の記載につい

てですが、日局に適合するプラスチック容器は、

その旨記載して下さい。また、ゴム栓については

日局に適合する旨の記載を心掛けてください 。 

 

 
 

 留意点の４として、キット製剤に用いる医療機

器の承認情報等も、製造方法欄に記載してくださ

い。記載する内容は、ここに示しました記載例を

参考にしてください。 

 また、原薬の製造場所・方法の追加、変更に係

る一部変更承認申請を行う際には、既承認の製造

方法による原薬と、新しい製造場所又は製造方法

による原薬について、品質（実測値、安定性等）

が変わらないことを、自社にて確認してください。

なお、原薬の追加・変更があった場合は、新しい

原薬を用いた製剤を製造し、安定性試験を通じて、

品質に変化がないことを確認してください。なお、

これらの申請の根拠となった試験結果等は申請時

においては添付資料として不要ですが、審査の段

階でその試験成績を求めることがありますので、

提出できるよう準備してください。 

 

 
 

 留意点の５として、製造販売承認申請後に、新

たな製造所や製造方法の追加又は変更は受付けら

れません。後出しの申請事項がありますと、新規

申請の場合には、所定の時期までに審査が終了で

きないこと、又一部変更承認申請の場合は、審査

終了時期の延長に繋がりますのでご注意下さい。

なお、製造販売承認又は一部変更承認申請後に製

造所や製造方法の追加又は変更が生じた場合に

は、承認取得後に一部変更承認申請又は軽微変更

届にて対応することを検討してください。ただし、

やむを得ない事情がある場合には、審査担当者に

ご相談下さい。 
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 次に、原薬及び製剤における製造方法欄の記載

例を用いて、これまで説明した留意点を含めて説

明します 。これからご覧頂く9枚のスライドでは、

まず原薬の製造方法について記載例を元に解説し

ます。次のスライドをご覧ください。 

 

 
 

 このスライドは、原薬の製造方法欄の記載例を

示しています。製造方法の詳細な記載は、平成17

年２月10日 薬食審査発第0210001号通知の別添

１を参考にしてください。なお、先ほど申し上げ

ました通り、「包装・表示・保管・試験」について

も、漏れなく記載してください。また、製造方法

欄にＭＦを引用する場合には、連番002のように、

「成分名・MF登録番号・登録年月日および登録回

数」及び原薬の登録情報について必ず記載してく

ださい。 

 

 

 

 
 

 このスライドでは原薬の製造方法の記載につい

て、基本的な構成を示しました。先ほど製造工程

の範囲を記載するよう説明させていただきました

が、製造工程の範囲に記載した工程名と各 Step

の工程名を一致させてください。時に工程名が対

応していないことが散見されますので、ご注意く

ださい。 

 

 
 

 これまで原薬における製造方法の記載につい

て、必ず記載していただきたいこと、更に基本構

成を説明しましたが、このスライドから３枚につ

いては、各 Step に焦点を絞り、留意点について説

明させていただきます。 

 まず、原薬（３）のスライドについてですが、

仕込み量は実生産スケールで記載してください。

また、原料や製造方法の根本的な変更は原薬の品

質に影響を及ぼすため、一部変更承認申請の対象

となります。 
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 次に、原薬（４）のスライドです。 

 品質に影響を及ぼすことが想定されるパラメー

ター、温度、時間等は可能な限り記載してくださ

い。なお、軽微変更の対象としたパラメーターの

変更であっても、変更自体が品質に影響を及ぼす

場合は、一部変更承認申請による審査の対象とな

りますのでご注意ください。 

 

 
 

 原薬（５）のスライドでは、充てん・包装・表

示・試験・保管工程について説明します 。特殊な

保管方法や条件の場合は、その詳細を記載してく

ださい。なお、このスライドは原薬の製造方法欄

に関する記載ですが、MF登録申請書においても、

同様に記載してください。 

 

 
 

 この原薬（６）のスライドは、中間体及び 終

精製物の管理項目及び管理値の記載例を示してい

ます。まず、残留溶媒についてですが、特にご注

意いただきたい点として、中間体においては、残

留溶媒のガイドラインに従い、溶媒の残留が認め

られる場合は、管理方法と管理値を必ず記載して

ください。 終生成物については、溶媒の残留性

を考慮し、規格及び試験方法に残留溶媒として規

格を設定できないか検討してください。 

 なお、一番下に示しました届出事項や一部変更

承認事項の括弧を説明する（注）については、記

載する必要がありません。 

 

 
 

 次に、原薬（７）のスライドをご覧ください。

このスライドには食品・工業用製品等をやむをえ

ず転用する場合の記載方法について示しました。

食品・工業用製品等を転用する場合は、必ず申請

時に転用の理由書を提出していただきますよう、

お願いいたします。なお、審査において、転用の

理由が妥当と判断されない場合は転用できないた

め、ご留意ください。 

 製造業許可又は外国製造業者認定を有する製造

所で製造された原薬を使用していた場合に、新た

に許可・認定を有しない原薬の製造所を追加する
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ことは原則として認められません。なお、その逆

で食品・工業用製品等をやむをえず転用していた

場合から、製造業許可又は外国製造業者認定を有

する製造所に変更する場合は、より好ましい変更

となります。従って、食品や工業用品を転用する

のではなく、出来る限り許可を有する製造所で製

造された原薬を使用するよう鋭意努力願います。 

 

 
 

 次の２枚のスライド、原薬（８）及び（９）に

ついては、MF 内に複数の製造所が記載されている

場合の製造販売承認申請書又は一部変更承認申請

書への記載方法を示しました。 

 MF 内に記載されている製造所は全て承認申請

書の製造方法欄に記載するよう十分注意してくだ

さい。なお、この記載により、連番001及び002の

製造所が同じＭＦ内に記載されていることとなり

ます。 

 

 
 

 このスライドでは、原薬の製造所情報の記載に

ついて説明いたします。食品・工業用製品等を転

用する場合、原薬の製造所については、スライド

の記載例のように許可を要しない製造所のダミー

番号を記載してください。 

 このスライドまでは、原薬における製造方法の

記載例と注意点について説明しましたが、この次

のスライドからは、製剤の製造方法の記載の留意

点について説明します 。 

 

 
 

 先ず、製剤（１）についてですが、原薬の記載

と同様に、製造工程の範囲、製造する品目名、を

記載していただきますが、製剤では更に重要工程

についても記載していただきます。なお、原薬で

は各工程を Step として記載していただきました

が、製剤では「第○工程」と記載し、原薬及び製

剤の区別を図っております。また、工程管理、必

要に応じて用語の説明について記載するよう、お

願いいたします。 

 

 
 

 次に製剤（２）ですが、製剤の製造方法欄に記

載する原薬の受入試験について示しています。受

入試験は、工程管理として記載する方法若しくは

工程として記載する二通りの方法があり、どちら

を選択しても構いません。スライドの記載例を参

考にして適切に記載してください。 

 なお、受入試験は必ず記載していただく場合が

あります。購入している原薬の規格が明確でない

場合は、製造販売承認申請書又は一部変更承認申

請書の成分欄に記載した規格に適合することを確
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認する必要があります。このような場合は受入試

験の記載が必要となります。 

 

 
 

 そして、製剤（３）には、充てん工程及び外部

試験機関の記載例について示しました 。外部試験

機関については、このスライドを参照し、製造方

法欄及び製造販売する品目の製造所の一部として

記載してください。また、時に、申請書に記載さ

れた許可年月日が既に失効していることが見受け

られます。このような場合、承認できず再差換え

が必要となり、承認時期が遅れますので、 新の

許可年月日を記載しているか確認してください。 

 

 
 

 次に、GMP 適合性調査の申請時期について説明

します 。改正薬事法下、審査等結果通知とＧＭＰ

適合性調査結果が揃わないと承認に至らないこと

は既にご存知のことと思います。つまり、審査が

終了しても、承認前に GMP 適合性調査を受け、適

合という結果を得なければ承認には至りません。

後発医療用医薬品の承認時期は、例年、特定の期

間に集中します。従って、GMP 適合性調査はゆと

りを持って調査申請を行ってください。 

 なお、共同開発等の理由により、GMP 適合性調

査の有無を「無」とする場合は、GMP 適合性調査

結果通知書の写し等の必要な資料を、審査担当官

に提出できるよう十分ご留意ください。 

 

 
 

 次に、小分けに関する承認申請書の記載内容に

ついて、説明します 。 

 

 
 

 留意点の１として、平成19年１月12日 審査管

理課事務連絡に示しているように、従前認められ

ていた、成分及び分量又は本質欄、用法及び用量

欄、効能又は効果欄、貯蔵方法及び有効期間、規

格及び試験方法欄の簡略記載は認められなくなり

ましたのでご注意ください。なお、小分けにおけ

る規格及び試験方法は、親品目の承認時の日本薬

局方に従って、適切に記載してください。 

 また、今後記載整備を行う場合は、親品目の承

認番号等を記載する簡略記載から、親品目の承認

書に基づき、全文記載に変更するようお願いしま

す。ただし、備考欄にはスライドの記載例を参考

に、親品目の小分け製造である旨を明確に記載し

てください。 
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 次に小分けに関する留意点の２になりますが、

全文記載でなく簡略記載により記載整備を行った

品目については、次回の一部変更承認申請又は軽

微変更届出の機会に、親品目の承認書に基づき、

適切に全文記載するようお願いします。 

 

 
 

 次に、申請資料の作成に関する留意点について

説明します 。 

 

 
 

 含量違い製剤の申請時における留意点として、

まず基準処方について説明します 。含量違いガイ

ドライン上、「基準処方」は臨床試験又はヒトを対

象とした生物学的同等性試験を行って承認された

製剤と定義されており、動物を用いた試験のみで

承認された処方、及び、品質再評価等により処方

変更を行い、溶出試験のみで承認された処方は、

含量違いガイドラインにおける基準処方とみなさ

れないので、ご注意ください。 

 また、自社製剤に対して含量違いの申請する場

合は、区分７の２となります。なお、申請時には、

標準製剤の臨床試験又はヒトを対象とした生物学

的同等性試験の結果を添付してください。 

 

 
 

 後発医療用医薬品に関しては 後のスライドと

なりますが、安定性試験の申請時の留意点につい

て説明します 。申請区分９の３及び申請区分７の

２の含量違いで申請する場合は、平成３年２月15

日 薬審43号通知に従って資料を作成してくださ

い。また、申請区分７の２でも剤型追加に該当す

る場合は、平成９年５月28日 薬審425号通知に従

い、適切に資料を作成してください。なお、どち

らの通知に従った申請においても、３ロット３回

の規格及び試験方法に設定した試験方法に対す

る、全ての安定性試験の測定時点での結果が必要

となります。 近の申請において合理的な説明も

なく試験の回数を減らしたり、全く行わない等の

申請が見受けられます。このような場合、申請要

件に満たないため、申請を取り下げていただくか、

試験結果の再提出を求めますので、安易に試験の

省略を行わずに、試験期間内においては全ての試

験を行うように努めてください。 
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 承認申請の際に添付すべき資料の取り扱いにつ

いては、現在、ここに示します電子政府の総合窓

口のパブッリクコメントにおいて意見を募集して

おります。なお、対象医薬品は後発医薬品で、実

測値及び安定性に関する資料の取扱になります。

募集期間は今月末ですので宜しくお願いいたしま

す。 

 

  
 

 続きまして、一般用医薬品について説明致しま

す。 

 

 
 

 一般用医薬品の審査は、申請された品目が一般

の人に直接使用される医薬品として適切なもので

あるか、が重要なポイントになります。配合成分

の種類とその配合量、効能又は効果、用法及び用

量、剤型などから総合的に判断することとなりま

す。 

 

 
 

 承認申請区分及び添付資料については、ここに

示した通知を参考にして下さい。ただし、現在申

請区分の見直しに着手しており、今後変更になる

予定です。 
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 承認前例として取扱えないものについて説明を

致します。 

 基本方針制定前に承認になった品目、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

扱えません。 

 また、 近の承認であっても迅速審査により承

認になったものは取扱えません。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扱えませんのでご注意下さ

い。 

 その他、先に述べた内容に該当しないものでも、

現在の審査水準からみて妥当でないものは前例と

してみなされないことがありますのでご注意下さ

い。 

 

 
 

 承認基準が制定されている薬効群の品目を申請

する場合、申請前に承認権者を十分に確認して下

さい。また、承認基準が制定されている薬効群の

品目を厚生労働大臣宛に申請する場合には、〔備考

１〕〔備考２〕への記載が必要となりますので、注

意して下さい。 

 なお、基準に合致するかどうかの判断の中で、

用法・用量については、１日使用回数（服用回数）

が基準内であっても、服用時期を特定した場合は、

基準外とみなされる場合がありますので、ご留意

下さい。例えばビタミン主薬製剤で、「就寝前」な

どと特定した場合は基準外用法・用量となります。 

 

 
 

 スイッチ OTC の申請においては、原則として医

療用承認時及びそれ以降のデータにアクセスでき

る必要があります。つまり、公表データのみでは、

臨床試験における十分な解析ができず、また、副

作用についても詳細な情報を得られないためで

す。 

 なお、これは現在の取扱いについて説明したも

のであり、今後変更になる場合もありますので御

留意ください。 

 

 
 

 外国において一般用医薬品として汎用されてい

る生薬製剤をダイレクト OTC として申請する場

合、臨床試験は外国の審査当局に提出された比較

試験の精密かつ客観的な成績が入手できる場合等

であれば、日本人での主に安全性を確認する試験

成績の提出で、承認の可否が判断される場合があ

ります。その他、詳細については平成19年3月22

日付の通知を参照してください。 
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 配合剤を申請する場合の注意事項を示しまし

た。 

 新規性の高い配合剤を申請する場合、その成分

を組み合わせる意義について、十分に説明して下

さい。特に、有効性が高く、また安全性に対して

も慎重な配慮が求められる成分に、新たな成分を

組み合わせる場合には、その理由（例えば既存製

剤を上回る有効性、安全性など）をデータ等で示

していただく必要があります。配合意義が認めら

れない場合、承認することはできませんのでご留

意下さい。 

 

 
 

 漢方処方に化成品等を配合した場合の申請区分

の考え方について説明いたします。 

 まず、かぜ薬承認基準外の解熱鎮痛成分と承認

基準内の９漢方処方の半量未満を組み合わせる場

合、比較データ等で処方根拠の妥当性を十分に説

明する必要がありますので十分ご注意ください。 

 下の２項目についてもご確認ください。 

 

 

 

 

 

 
 

 かぜ薬などにおいて、昼用と夜用で異なる処方、

例えば昼用では眠くなる成分を除き、夜用のみに

入れるなどした製剤では、使用者の混乱を避ける

意味で、効能・効果や使用上の注意として記載す

べき事項が昼用と夜用で異なるものを一つの製剤

とすることは適切ではないと考えております。 

 

 
 

 特殊な剤型であるポンプタイプの内服液剤を申

請する場合、厚生労働大臣宛に申請を行ってくだ

さい。また、成分を初めてこの剤型とする場合、

申請区分は４の１となります。その他、小児に対

して誤用・乱用の恐れがあることから、安全性に

ついて十分な検討を行ってください。 
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 インドメタシン、フェルビナク等いわゆる第二

世代の有効成分を含有する消炎鎮痛剤の製剤1枚

あたりの面積は、原則として35から280cm2の範囲

で、その形状は方形としてください。ただし、安

全性が懸念される場合、例えば光過敏症の副作用

が起こりうる場合などはこの限りではありません

のでご留意ください。 

 

 
 

 有効成分に新規性はないが、添加物を変更する

ことなどによって、既承認品目と比較して特殊な

製剤（例えば口腔内崩壊錠や持続型点眼剤など）

を申請する場合は、その内容を明らかにする必要

があります。また、その製剤の有効性及び安全性

について検討する必要があれば、資料を提出して

下さい。都道府県知事に承認権限が委任されてい

る品目については、申請する前に都道府県に相談

して下さい。さらに、スライドにはありませんが、

フィルム形状の製剤についても、当然のことなが

ら有効性・安全性について充分な検証が必要です

ので、資料が必要となります。 

 

 
 

 眼科用剤に香料を配合することは必要性が認め

られないばかりか、配合によりリスクを伴うため、

リスクベネフィットのバランスの観点から配合は

不適切であると考えられます。例えばメントール

など一部例外はありますが、一般に香料として用

いられている成分については、配合する意義とそ

の意義に見合った安全性が明確に示されない限り

は眼科用剤への配合は原則として認められないと

考えておりますので、ご留意下さい。 

 

 
 

 口唇に適用する製剤の添加物前例については、

一般外用剤を前例として取扱うことはできませ

ん。歯科外用および口中用剤を前例として確認を

行ってください。 
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 欧米等の他国も含めて医薬品の有効成分として

認められている成分について、従来添加物として

の配合実績がない成分を添加物として配合する場

合には、当該成分を配合する必要性を合理的に示

していただく必要があります。 

 

 
 

 小分け申請における承認申請書の記載について

ですが、改正薬事法に伴い、成分及び分量又は本

質欄をはじめ全ての欄の簡略記載は認められなく

なりましたのでご注意ください。 

 また、小分け申請を行う場合ですが、申請書の

備考欄には、いわゆる親品目の承認情報を記載し

てください。 

 

 
 

 小分け品目を親品目と同時に申請する場合に

は、「子」の申請書の備考欄に小分け製造販売承認

申請である旨、及び「親」の申請書の受付番号を

必ず記載してください。また、「親」の承認後には

その承認情報に差し換える必要があるため、親が

承認され次第、速やかに修正案を提出してくださ

い。 

 なお、「同時申請」とは親品目の申請が「受け付

けられた日」から７勤務日以内のものを指します

のでご留意ください。 

 また、親品目が承認整理された場合、簡略記載

で承認されている子品目は成り立たなくなるた

め、その前に全文記載する必要があります。 

 

 
 

 ここでは、一般用医薬品の小分け申請の場合に

必要な添付資料について説明いたします。 

 小分けについては、２つのケースがあります。 

 ケース１として、従来からの小分けに当たる事

例になります。既に承認されている親製剤と実質

的には同一物であるが、包装・表示工程などの一

部の工程が、親とは異なる製造所で製造されるケ

ースになります。つまり、製造工程の一部委託が

ある事例になります。 
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 次に、ケース２についてですが、この事例は、

親の製造方法と全ての製造工程及び製造所が同一

である場合を指します。つまり、全面製造委託と

いう事例になりますが、これも「小分け」として

取扱います。 

 ここで、ご注意いただきたいことは、親と同一

の製造方法、製造所というだけでなく、親の承認

事項と同一又は承認事項の範囲内に収まっている

ということが必須要件になります。 

 この要件に適合することを前提とした話になり

ますが、ケース１の場合は、従来と変わらず実測

値資料が必要です。ケース２の場合は、添付資料

は不要ということになります。 

 なお、両ケースとも、親の承認書の写し、承認

取得時から一変申請を含めた添付資料の写し、契

約書の写しなどが必要になります。 

 また、子の製造方法が、親の承認事項の範囲を

少しでも逸脱する場合、ケース２には当てはまり

ません。ケース１にも当てはまらない場合には、

完全な新規申請として取り扱いますので、ご注意

下さい。 

 

 
 

 ここでは15局における申請書記載にあたり注意

していただきたい点を挙げております。 

 一般試験法の番号は記載しないでください。記

載がある場合には審査において削除を求めます。 

試験名は、15局の記載に準じ、製剤均一性、崩壊

性等と記載してください。 

 また、生薬については「性状」ではなく、「生薬

の性状」としてください。 

 

 
 

 原薬の反応工程の記載についてですが、 終反

応工程を記載してください。なお、天然物に由来

する成分等で反応工程が存在しない場合、可能な

限り具体的な製造条件を記載してください。 

 試験施設が製造業者の製造所と異なる場合、外

部試験機関として記載してください。 

 また、製造所の許可年月日を 新の情報に基づ

いて記載してください。 

 

 
 

 次に漢方エキスの実測値について説明します。

日局に収載された漢方エキスについては、資料の

提出は不要です。ただし、それ以外の漢方エキス

については従来通り提出してください。また、ス

ライドにはありませんが、内服液剤の申請時に標

準湯剤との比較に関する資料の提出が必要です

が、局方のエキスを用いる製剤については、今後

必要はありませんのでご留意ください。ただし、

それ以外の処方については必要です。 

 なお、詳細については直近の９月20日に出され

ました審査管理課事務連絡である質疑応答集（QA）

もご参照ください。 
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 第十五改正日本薬局方に収載された漢方エキス

について、【成分及び分量又は本質】欄の漢方エキ

スの規格は「別紙規格」として、【別紙規格】欄は

ここに示した内容に従い記載して下さい。つまり、

「日本薬局方○○エキスによるほか、次のとおり」

として、製法を既承認品目と同程度の内容で記載

して下さい。 

 

 
 

 次に満量処方でない漢方エキスについてです

が、エキス名の後ろに満量処方との比率を記載し

てください。また、指標成分の含量規格について

も満量処方との比率に応じた質量となることか

ら、規格および試験方法には満量処方との比率を

記載してください。 

 

 
 

 漢方製剤、生薬製剤に関しまして、重金属、ヒ

素、灰分、酸不溶性灰分等を省略する場合にはそ

の合理的な理由を示して下さい。 

 製剤均一性は、12局の重量偏差試験では認めら

れませんので、15局の質量偏差試験で設定してく

ださい。 

 

 
 

 漢方製剤の含量規格について、原則として３指

標成分で設定を行ってください。設定できない場

合は検討した結果を添付資料などで十分に説明す

る必要があります。また、生薬中の指標成分の含

量規格で、平均値±50％とすることはあくまでも

やむを得ない場合であり、可能な限り±30％程度

で設定して下さい。 

 溶かして服用する漢方製剤は、溶解試験を規格

に設定して下さい。このような剤型の場合には、

溶解させて全て溶かし切ることができるかが重要

となります。残留物が認められる場合は、溶かし

て服用する用法は原則として認められませんので

ご注意願います。 

 また、分割服用の可能性がある製剤については、

封を切った場合の吸湿性に関する安定性試験結果

を提出して下さい。 

 さらに、スライドにはありませんが、漢方内服
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液の安定性試験に関してご質問がありましたので

それにお答えいたします。内服液として前例がな

い処方については、２～３年の長期保存試験が必

要であることは、製造販売指針等にも記載されて

おりますが、前例がある処方であっても、沈殿の

状態等が他製剤とは異なるため、長期保存試験の

提出が必要です。ただし、例えば申請までの１年

の試験結果と、承認時までの結果を示すことで差

し支えないこととしております。 

 

 
 

 近年、効能・効果に対して虚偽および誇大と思

われる販売名を申請するものが見受けられます。

例えば、ジフェンヒドラミン塩酸塩を有効成分と

するいわゆる睡眠改善薬では、その成分の薬理作

用の観点から睡眠導入剤ではないため、「ぐっすり

眠れる」「良い夢を見る」ことを連想させる名称を

使用することは不適切と考えます。従いまして命

名にあたり医薬品としての品位、保健衛生を確保

する見地等を十分に考慮してください。 

 また、審査を迅速に行うためにも申請区分等に

ついて簡易相談を受けている場合には、申請時に

その情報、例えば相談結果が確認された確認依頼

書などを全て提出してください。 

 

 後に、スライドにお示ししておりませんが、

記載漏れ、誤記載、添付資料の不足等の申請が多

く見受けられます。このようなことがありますと、

照会・回答で余分な時間を要することとなります。

また、差換え時の誤記による再差換えが必要とな

る場合も多く見受けられます。迅速な審査業務の

遂行のため、ぜひ、申請書の提出前、さらに差換

え前にもう一度点検を行っていただきますよう、

お願いいたします。 

 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご静聴

ありがとうございました。 
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