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 厚生労働省医薬食品局審査管理課から最近の医

薬品審査行政の動向についてお話しさせていただ

きたいと思います。 

 

 
 

 まず、革新的医薬品医療機器創出のための５か

年戦略についてお話しさせて頂きます。このスラ

イドは、５カ年戦略の概要を示したものです。 

 このスライドの一番上に、５か年戦略の目標２

つ、その下に、その目標を達成するための様々な

施策が書かれています。 

 この施策上の大きな項目として６項目書かれて

います。 

 ①研究資金の集中投入 ②ベンチャー企業育成

等 ③臨床研究・治験環境の整備 ④アジアとの

連携 ⑤審査の迅速化・質の向上 ⑥イノベーシ

ョンの適切な評価 

 この戦略は、厚生労働省他、関係省庁により、

取りまとめられたもので、他省庁の施策も入って

おります。厚生労働省においても、医薬食品局だ

けでなく、医政局の施策も含まれます。 

 私ども医薬食品局といたしましては、⑤の審査

の迅速化・質の向上⑥アジアとの連携の部分の施

策が関係がありますので、そこを中心にこれから

話していきたいと思います。 

 なお、この５カ年戦略は、医療機器審査の迅速

化のためのアクションプランを加え、この２月に

改正されています。 

 

 
 

 このスライドは、前のスライドの⑤承認審査の

迅速化・質の向上の医薬品の部分をまとめたもの

です。 

 世界のどこかの国で一番はじめに新薬が発売さ

れてからある国でどのくらいたって発売されたか

という期間を2004年の世界の売上げ上位100品目

のうち、それぞれの国で承認されている医薬品に

ついて平均すると、日本は約1400日の遅れ、アメ

リカは約500日の遅れていること、日本はアメリカ

と比べ約900日の遅れがあり、この900日、つまり

2.5年の遅れがドラッグラグであるとの報告があ

り、このため、新薬の上市までの期間を欧米並み

となるよう2.5年間短縮するという目標のもと、次

の施策を講じています。 

1. 最近の医薬品審査行政の動向について 

厚生労働省医薬食品局審査管理課
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 まず、新薬の審査人員ですが、平成19年度から

21年度までの３年間で236人増員する予定で、計画

的に採用を進めており、研修等、人材育成も進め

ています。 

 また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の

就業規則を改正し、透明性を図ったうえで、製薬

企業出身の方など優秀な民間の方を審査業務につ

けるようにするなどの質の向上も図っておりま

す。 

 それから、単に審査人員を増やし審査期間を短

くするだけでなく、企業が新薬を開発しやすく、

つまり治験を行いやすくすることや、承認申請後

に審査側から多くの問題点が指摘されることがな

いようにすることも必要です。そのため、審査基

準の明確化を図ることも必要です。平成19年９月

に国際共同治験の基本的考え方についてとりまと

めました。それから、昨年３月には、ヒト自己由

来細胞・組織の加工医薬品の品質安全性の確保に

関する指針を発出し、昨年６月にはマイクロドー

ズ試験といった新しい技術に対応したガイドライ

ンなども出しています。 

 GCP の運用についても、ICH－GCP と比べて日本

のものは必要な手続き書類の運用上の違いを是正

すべく、省令改正を行っています。GCP の改正に

ついては、後ほどもお話をします。 

 現在はワクチンの非臨床試験・臨床試験のガイ

ドライン等につき検討しております。 

 また、承認申請前に効率的な開発を進めるため

には、機構の治験相談をうまく利用していただく

ことは重要なことです。以前は治験相談を受ける

までにお待たせするということがあったわけです

が、現在では、すべての相談にタイムリーに対応

できるよう体制になっています。 

 なお、今年度からは、申請前の段階で、申請予

定の資料の評価を行う事前評価制度の試行を開始

しており、一層の審査期間の短縮が期待できるも

のと考えています。 

 日米欧審査当局との連携や、日中韓、アジア地

域との治験等についての連携も、重要な課題の一

つとなっています。 

 

 
 

 次に新薬の審査期間を見てみましょう。 

 スライドの左側が通常品目の審査期間、右側が

優先審査品目です。 

 青が日本、赤がアメリカのデータです。 

 折れ線グラフが、総審査期間で、審査側での審

査期間だけでなく、審査側が申請者に疑問点等に

ついて照会をして申請者よりの回答を待っている

間も含まれています。棒グラフは、純粋に審査側

で審査をしている期間です。 

 日本とアメリカの審査期間の中央値を2008年で

比較しますと、通常審査品目では、日本は約９ヶ

月アメリカとの差があります。優先審査品目につ

いても、（抗がん剤の併用療法があったため特例と

なっている2003年と2004年を外して見ますと、）10

カ月？くらい遅れていることになります。 

 先ほど、新薬の上市までの期間をアメリカと比

べて2.5年間の差があると申し上げましたが、申請

から承認までの審査にアメリカより基本的に１年

遅れているわけですから、申請まで遅れはのこり

１年半ということになり、これらを短縮していく

必要があります。 

 次にスライドの下の方をご覧ください。通常品

目の承認件数は、増加傾向にあります。承認され

たものの審査期間だけでなく、それぞれの年に承

認された医薬品の件数を見ることによって、我が

国の審査が進んできていることがおわかりいただ

けると思います。  
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 審査期間についての説明をさせていただきまし

たが、申請までの期間も1.5年短縮しなければなり

ません。申請までの期間が遅れている理由には、

治験までたどりつかない、または、治験に時間が

かかっているということなどが挙げられていま

す。 

 スライドは、治験届出数の推移です。 

 折れ線グラフは、治験届出数ですので、第１相

から第３相までの治験届出数が全て入っていま

す。赤い棒グラフは、新有効成分の初回治験届で

す。 

 1996年には、ICH－GCP が合意され、翌年には、

これまで GCP は通知レベルであったのですが、省

令レベルでの新 GCP として公布されています。 

 このころ、治験届出数が減少しています。法的

な GCP の施行や日本の治験環境、日本市場の問題

などが影響したものと考えられます。 

 2003年に全国治験活性化３か年計画、その後

2007年からは、新たな治験活性化５か年計画に取

り組んでおり、治験届出数は、増える傾向に転じ

ています。 

 

 
 

 日本おける治験を早く着手するためには、国際

共同治験を行うことが一つの方策となると考えら

れます。海外で開発された医薬品を早く日本に導

入する手段として、例えば、海外で第三相が終わ

ったのちに、ブリッジングを用いる手法がありま

す。これでは、どうしても日本での上市に遅れが

でてしまいます。 

 したがって、海外で治験を行う際には同時に日

本人の患者さんにも参加してもらい国際共同治験

という形で治験を実施することによって、欧米と

同時に申請されることが可能となります。 

 このスライドは、黄色の棒グラフが全対面助言

の数、紫色の棒グラフがそのうちの国際共同治験

に関するものです。折れ線グラフが、国際共同治

験に関する相談の割合です。 

 国際共同治験に関する機構での対面助言の割合

が年々増えており、2008年度には、治験相談の３

割が国際共同治験に関するものとなっています。 

 

 
 

 実際の治験届において、国際共同治験の推移を

示したものが、このスライドです。 

 2008年度に提出された治験届524件中25社から

82件の国際共同治験の届出を受付けております

が、外資系企業からが69件と多くなっています。 

 開発の相では、第３相が多くなっています。 

 薬効分野別では、がんが一番多くなっています。 
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 治験を円滑に進めていくための方策の検討のた

め、「治験のあり方に関する検討会」が平成17年に

厚生労働省に設置されました。この検討会の中で、

治験環境の整備の他、GCP 省令の運用上の問題な

ど、治験制度の合理化について検討しています。 

 この検討会の中間とりまとめを受け、平成18年

３月に GCP 省令が改正され、４月１日から施行さ

れました。 

 しかし、その後、最終報告書で、さらに ICH－

GCP との対比による我が国の GCP 運用改善や治験

中の副作用報告について改善が必要と提言を受

け、GCP 改正が行われ、昨年の２月に公布されて

います。副作用報告の関係では、薬事法施行規則

が同じく２月に改正されています。 

 ICH－GCP と比較し、治験審査委員会について

は、治験実施医療機関外の治験審査委員会の活用

を認めることになりました。これは、小規模医療

機関では適切にレビューしてくれる治験審査委員

会がみつからないといった声も踏まえて見直した

もので、付属病院をもつ国立大学法人、公立大学

法人、学校法人や医療の提供を業務とする独立行

政法人についても、治験実施医療機関が治験審査

委員会として選択できることとなりました。 

 また、治験審査委員会の審議の透明性の向上と

質の確保を目的として、治験審査委員会の設置者

は、本年４月より治験審査委員会の名簿・手順書・

議事録概要等を公開していただくことになりまし

た。 

 これにあわせて治験審査委員会の名称等を医薬

品機構に登録してもらい、それぞれの治験審査委

員会の情報が載っているホームページを紹介して

います。 

 治験の計画の届出事項については、見直しを行

っています。削除された項目は治験相談の内容、

治験分担医師の職名、大学番号、卒業年等、追加

された事項は、IRB の設置者の名称等です。 

 治験中の副作用報告については、新有効成分の

治験によるものと既承認成分の一変の治験による

ものとがあります。一変の治験時の外国の未知の

症例に関しては、市販後の副作用報告と治験中の

副作用報告で２重に報告されていることから、治

験中のものについては報告を求めないこととなり

ました。 

 一変の治験について外国の既知の症例は、６か

月ごとの定期報告で対応し、個別報告は求めない

こととなりました。 

 治験実施医療機関への副作用症例の伝達につい

ても、定期報告制度を導入し、国内、外国の既知

の症例について６か月ごとの定期報告となってい

ます。 

 治験に係る文書、記録についても従来は、127

あったのですが、ICH－GCP に整合性をとる形で整

理し、60に減らしています。 

 そのほか、治験薬の交付について、これまで、

医薬品の販売業者などの第３者を介在させること

なく直接実施医療機関に交付することを求めてき

ましたが、治験依頼者の責任の下で、運搬業者等

と契約を結ぶなどにより第３者を介在した治験薬

の交付を認めることとしました。また、治験薬の

容器等の表示は日本語での記載が必要ですが、国

際共同治験を行う場合については、条件付きで英

文記載を認めることとなりました。 

 このような取り組みにより ICH－GCP と実態的

に整合をとったところです。 

 

 
 

 これは、先ほどお話をした審査のガイドライン

です。最近発出したガイドラインとしては、国際

共同治験の基本的考え方、ヒト（自己）由来細胞

組織加工医薬品等の品質・安全性の確保にする指

針、マイクロドーズ臨床試験ガイダンス、同種（他

家）由来細胞組織、バイオシミラーに関するもの

があります。 

 検討中のものとしては、ワクチンの非臨床・臨

床試験、心不全薬・腎性貧血薬・診断用放射性医

薬品、経口糖尿病薬についての臨床評価ガイドラ

インも作成中です。 

 ワクチンについては、パブリックコメントでい

ただいた意見等の整理を行っているところです。 

 それから、医薬品医療機器総合機構の審査担当

職員が審査を行うに当たっての留意事項も作成、

公表しております。これは、審査の考え方を一般

的に示したもので、大変、参考になるものだと思

います。 
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 ICH は、日米 EU 医薬品規制調和国際会議の略称

で1990年に発足しました。日米欧３極の規制当局

及び業界の６者より構成されています。 

 ICH では、各地域の規制当局による新薬承認審

査の基準を国際的に統一し、非臨床試験・臨床試

験の方法やルール、提出書類のフォーマットなど

を標準化しています。これによって、医薬品開発・

承認申請の非効率が減らされ、結果としてよりよ

い医薬品をより早く患者のもとへ届けることが可

能となります。 

 現在までに50を超えるガイドラインが合意に至

っており、各地域で実施されております。 

 最近では、ゲノム薬理学や、バイオマーカーと

いった新しい分野への取り組みも進められていま

す。 

 これらのファーマコゲノミクス、バイオマーカ

ーの分野は、医薬品の安全性の確保、開発の迅速

化という面からも、極めて重要になってくるもの

と考えています。 

 

 
 

 このスライドは、先ほどお話しした革新的医薬

品等創出のための５か年戦略の中の施策の一つに

「アジアとの連携」というのがございましたが、

その内容です。 

 医薬品の有効性、安全性の評価には、民族差を

考慮すると、海外のデータをそのまま受け入れる

ことができない場合があります。それが「ドラッ

グラグ」の原因の一つともなっています。欧米人

に比較して、日本人との民族差が小さいと考えら

れる中国、韓国の治験データを利用できれば、医

薬品開発のスピードアップ、コスト削減が期待で

きます。中国、韓国の治験データを利用するには

科学的な民族差についての検討が必要です。 

 2007年４月にソウルにおいて、日本、中国、韓

国の保健大臣会合が開かれました。この会合にお

いて、臨床試験の臨床データについて民族的要因

の明確化を図ることが医薬品開発の促進のために

重要であることを確認されています。 

 これを受けまして、2008年４月に東京で日本、

中国、韓国の薬事関係局長会合が開かれ、臨床デ

ータ共有を推進する観点から、民族的要因に関す

る共同研究プロジェクトについての科学的な協力

を進めることに合意しました。 

 その具体的な作業は、ワーキンググループ（WG）

を設け、第１回会合を本年８月に日本で開催した

ところです。今後、局長級会合を、本年中国で行

い、2010年韓国において開催することとなってい

ます。 

 中国人、韓国人と日本人における個別医薬品の

血中動態の差を検証するため、臨床試験の実施に

ついての検討を進める予定です。 

 また、今後、グローバルな医薬品開発が多くな

ると見込まれますが、世界の人口に占めるアジア

の割合は大きく、アジアにおける治験が、今後と

も、ますます、重要なものとなると考えています。 

 

 
 

 ドラッグラグに関しては、今までお話ししたよ

うな対策をとってきているところです。 

 個別具体的な未承認医薬品に対応する対策とし

て、平成17年から未承認薬使用問題検討会議を開
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催しております。 

 この検討会は、欧米諸国で承認されているが国

内では未承認の医薬品について、「欧米諸国での承

認状況及び学会・患者要望を把握し、臨床上の必

要性と使用の妥当性を科学的に検証するととも

に、当該未承認薬について確実な治験実施につな

げることにより、その使用機会の提供と安全確保

を図ることを目的としております。 

 患者さんや学会から要望のある医薬品、新たに

海外で承認された医薬品について、個別に、臨床

上の必要性を審議し、検討会で臨床上有用性が高

いと判断された医薬品については、メーカーに開

発の依頼をし、未承認薬が日本で使用できるよう

にするというものです。 

 

 
 

 このスライドは、検討会が始まった平成17年１

月から平成21年10月現在までの未承認薬使用問題

検討会議での検討状況を示したものです。 

 検討会議時点の状況は、45品目中大部分の30品

目が、国内治験前の状態、13品目が治験実施中か

申請準備中でした。 

 つまり、申請まで至っていないものが大部分で

した。医薬品の内訳としては、抗がん剤が半分を

占めています。 

 現在では、この間に、21品目が承認されていま

す。しかしながら、13品目については、いまだ国

内治験まで至っていないという状況です。  

 

 
 

 このスライドは、いまだ治験未実施で国内導入

に向けた治験が急がれるもののリストです。 

 このうち、表の上のベタインについては、開発

企業が確定していないものです。 

 

 
 

 このスライドは、さきほどの表の続きです。 

 

 
 

 次は、未承認薬・適応外薬の解消に向けて取組

の新しい検討事業ついて説明します。従来の枠組

みでは、未承認薬使用問題検討会議では国内未承

認薬について、小児薬物療法検討会議では小児分

野の適応外薬について検討を行っていましたが、
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その対象を拡大し、未承認薬と適応外薬の全般に

ついて取り組むというものです。 

 検討に先立ちまして、欧米では認められている

ものの、国内では承認されていない、医療上必要

である医薬品や適応にどのようなものがあるか把

握するために、今年の６月から８月にかけて、学

会や患者会などから広く意見を募集しました。受

け付ける要望の範囲については、米・英・独・仏

の欧米４ヵ国のどこかで承認又は公的保険適応を

受けていること、適応疾病の重篤性や医療上の有

用性から医療上の必要性が高いことを条件として

います。また、学会等の場合は、文献や教科書等

の科学的エビデンスを併せて提出することを求め

ています。 

 その募集の結果、約200の団体・個人から約600

の要望が提出され、重複をまとめましたところ、

約370件の要望をいただいております。現在、要望

のあった医薬品の製造販売業者等に対して、エビ

デンスの追加評価、開発の意向の有無等の企業見

解の提出を依頼しているところです。 

 今後の進め方ですが、未承認薬使用問題検討会

議と小児薬物療法検討会議を発展的に改組した有

識者会議を新たに立ち上げて、検討を行うことと

しております。また、有識者会議の下に分野ごと

にワーキンググループを設置して、そこで内容の

詳細をつめる予定です。 

 そして、有識者会議による検討を行い、要望の

優先度やエビデンスの度合いによって、必要な措

置を行うことを考えています。その措置の内容と

して、希少疾病医薬品の指定や企業の行う開発に

対する支援、医学薬学的なエビデンス評価報告書

の作成による公知申請、実施すべき試験等の指導

等が挙げられます。 

 

 
 

 次に、日本薬局方の充実について説明します。 

 日本薬局方は、薬事法第41条で、医薬品の性状

及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が定め

たるものです。 

 少なくとも10年ごとに改正をおこなうことと薬

事法では規定されておりますが、医学・薬学の急

速な進歩に合わせて日本薬局方も現在５年ごとに

全面的な改正を行っております。直近の大改正で

ある第15改正につきましては、平成18年４月１日

から施行されております。第16改正につきまして

は、平成23年４月の予定となっております。 

 また、通常、５年ごとの大改正の間に、２回追

補を出しておりますが、できるだけ多くの品目を

収載するため、当初、平成21年４月に出すはずで

あった第２追補の予定を10月まで延ばしていま

す。これにより、106の新規収載品目を加え、総収

載品目数は1,673品目となりました。今後も収載品

目を充実していきたいと考えております。 

 外国において、ジエチレングリコールを含む医

薬品のシロップ剤の服用で死者がでたとの報道や

化粧品の中国製歯磨き粉からジエチレングリコー

ルが検出されたということがございました。 

 これを受け、平成20年２月には、局方収載のグ

リセリン、濃グリセリンの純度試験に欧米並みに

DEG0.1％以下の規定を設けました。 

 また、外国でのヘパリンに過硫酸化コンドロイ

チン硫酸の混入により、アナフィラキシー様症状

がでた問題に際しても、平成20年７月に、ヘパリ

ンに純度試験の設定を応急的に行い、本年８月に

は、より適切な確認試験及び純度試験の設定を部

会で諮るなど、適時適正な対応をとっています。 

 また、日本薬局方の主要な改正予定の内容など

を英訳し、日本薬局方についての情報を国外に提

供し、広く各方面からの意見をいただくことを目

的として、日本薬局方フォーラムが公定書協会か

ら出版されています。 

 厚生労働省でも、日本薬局方の普及の一環とし

て当省のホームページに「日本薬局方」を公開し、

この中で英文版も掲載しています。特に英文版は、

JP の国際化を図る上で極めて重要と考えていま

すので、できるだけ早く掲載したいと考えていま

す。 
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 次に、少し話題を変えて、「平成14年改正薬

事法の経過措置に関する注意喚起」についてで

す。 

 本改正の経過措置期間の残りもわずかとなり、

非常に重要な話でありますので、次のコマで担当

が詳細を説明いたします。 

 ポイントとしましては、次の３点です。 

 ○既承認品目の承認書の記載整備は、みなしの

製造販売業許可更新時までの間に行う必要が

あること 

 ○マスターファイルについては、旧法下で承

認・許可を受けていた原薬のうち、改正法施

行前に簡易登録を受けたものは、平成22年３

月末までに改正法に適合した登録内容とする

必要があること 

 ○みなしの認定を受けた外国製造業者は、旧法

下の輸入販売業許可更新までに認定更新が必

要があること 

 となっておりますので、ご対応に抜け落ちがな

いよう、最終のご確認をお願いいたします。 

 

 
 

 さきほどまで、ドラッグラグの解消に向けたお

話をしてまいりましたが、次に安全対策の充実強

化についてお話しします。 

 （スライドの下を指して、）「薬害肝炎事件の検

証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討

委員会」におきまして今年７月に中間とりまとめ

が行われました。これはそこで必要とされた安全

対策の内容です。 

 まず、安全性情報の収集・分析評価等の充実強

化についてです。 

 副作用報告は国内、外国症例含め多数、提出さ

れています。しかし、人的制約から、毎日、症例

票を個別に精査しているのは、国内の副作用等症

例のうち死亡と未知重篤症例などにとどまってい

ます。このため、安全性情報の評価を質的量的に

充実するためには、症例票を個別に精査するとと

もに、副作用発現リスクの高い患者群の検知等の

ため、多角的・横断的な分析・評価を体系的、恒

常的に実施する必要があります。 

 また、安全対策措置をとった際の根拠やその経

緯が明らかにし、透明化を図る必要があるとされ

ています。 

 それから、企業が医療機関等に対して確実に情

報を伝達しているか、企業から医療機関に情報が

伝達されたのち、医療機関内でのどのように伝

達・活用されているのかなど安全対策措置の実施

状況についてフォローアップする必要があるとさ

れています。 

 そのほか、医療機関から直接の副作用報告の活

性化のため、報告方法の IT 化の推進、報告者の負

担軽減、報告者へのインセンティブの付与等が求

められています。また、患者からの副作用に関す

る情報収集についての検討についても求められて

おります。 

 次に新たな分析評価方法・リスク管理手法の導

入についてです。 

 レセプトデータや電子カルテ等の医療情報のデ

ータベースを活用した薬剤疫学的手法の市販後安

全対策への導入を図る必要があるとされていま

す。 

 欧米における米国のリスク評価・リスク緩和戦

略（REMS）や欧州のリスクマネージメントプラン

（RMP）といった制度を参考に、「リスク最小化計

画・管理制度」を導入する必要があるとされてい

ます。 

 この制度は、承認審査の段階から、企業に市販

後の安全対策、管理方法等を定めた計画の提出を

求め、承認後に適切な実施を求めるとともに、そ

の後も当該計画の必要な見直しを行おうとするも

のです。 

 REMS やリスクマネージメントプランに関して
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は、日本においては、制度として体系化されてお

りません。しかし、日本では従来から、製薬企業

に「製造販売後調査等基本計画書」の作成や承認

条件等による全例調査等の実施や販売制限等によ

り、必要に応じて医薬品毎に個々対応で必要なリ

スク管理を行っていただいているところです。 

 それから、医学、薬学等の科学技術の進歩等に

より有用性が変化し、見直しを行う必要が生じる

場合があることから、全ての医薬品について計画

的に再評価等でリスクベネフィット評価を行う仕

組みを導入することを検討する必要があるとされ

ています。 

 次に、医療機関・患者への情報発信の強化につ

いてです。 

 医療機関、薬局への情報発信の強化するため、

総合機構が実施している情報配信サービスについ

て、登録を促すなどにより、IT を活用した情報提

供策を強化すること、また、患者への情報発信の

強化をはかるため、「患者向医薬品ガイド」のより

一層の周知を図るとともに、作成対象医薬品の見

直しを含め、その活用方法について検討すること

が求められています。 

 次に、安全対策の組織体制の充実強化について

です。 

 いままでご説明した安全対策を実施するために

は、現行の職員数（厚生労働省と総合機構を合わ

せて66人）では不十分であり、安全対策に係る人

員の緊急かつ大幅な増員が必要であることから、

21年度の100名が認められたところです。 

 

 
 

 これはここまでのお話しした内容のまとめのス

ライドです。 

 医薬品は、医療の発展に大きな貢献をしており

ますが、治療満足度が低く、治療に対する薬剤の

貢献度も低いとされる肺がん等のがん、認知症、

肝硬変などの医療ニーズに対応する医薬品の開発

が求められています。 

 新薬の開発状況については、アメリカ、イギリ

スについて日本は第３位の開発国となっていま

す。一層の新薬開発の推進が必要です。スーパー

特区における取組もその一つです。 

 世界的に新薬開発を行うことができる国は限ら

れており、承認審査においても、日本は、ICH に

おいて、欧州、米国とならぶ３極のひとつとして、

今後とは、欧米とのより一層の緊密化により、承

認審査、安全確保の充実を図る必要があります。

また、日中韓を中心にアジアとの関係を発展させ

ることも必要です。 

 世界最高水準の医薬品を国民に迅速に提供する

ため、５か年戦略を作成しておりますが、この５

カ年戦略を着実に実施することが必要です。 

 これらの推進には、開発者、企業の皆さんの協

力が不可欠です。 

 

 
 

 後発医薬品については、政府としては、患者負

担の軽減や、医療保険財政の改善の観点から後発

品の使用促進を進めております。 

 2007年に閣議決定された「経済財政改革の基本

方針」で、「平成24年度までに、後発品の数量シェ

アを30％以上にする。」ということになっておりま

す。 

 一方、後発医薬品は、先発医薬品と有効性・安

全性・品質が同等であるとして承認したものでは

ありますが、現場の医療関係者の方々などからは、

その品質、供給体制、情報提供体制等に関して問

題点が指摘されています。患者・国民や医療関係

者が安心して後発医薬品を使用することができる

ような対策を講じる必要があります。 
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 今お話ししたように、平成24年度までに、後発

医薬品の数量シェアを30％という目標達成に向

け、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を

使用することができるよう、国及び関係者が行う

べき取組について、平成19年に「後発医薬品の安

心使用促進アクションプログラム」を策定してい

ます。全部で五つの項目にわけられており、①の

安定供給では、医療現場の声に対応して、安定供

給の指導の徹底、納品までの時間短縮、また在庫

の確保に取り組んでおります。 

 次の②の品質確保は、審査管理課が中心となっ

て取り組んでおります。 

 

 
 

 これは、先のスライド、「後発医薬品の安心使用

促進アクションプログラム」の続きです。さきに

ご紹介した安定供給、品質確保のほか、③後発品

メーカーによる情報提供、④使用促進に係る環境

整備、⑤医療保険制度上の事項への対策が立てら

れております。 

 

 
 

 このスライドは、後発品の安心使用促進アクシ

ョンプログラムの中の品質確保対策の一つです。 

 国立医薬品食品研究所において、後発医薬品品

質情報検討会を設けていただいています。 

 検討会では、学会等での発表や研究論文におい

て提起された学術的問題や、医薬品医療機器総合

機構に設置された後発品相談窓口に寄せられた意

見、情報を学術的に評価します。 

 検討を行った結果、確認が必要なものについて

は、試験検査を実施します。 

 また、先発と不純物の量の違いや先発にはない

不純物があるのではないか、先発には見られない

副作用を経験したことがあるといった現場の声を

踏まえ、併せて、注射剤等の原薬不純物について

も試験検査を行っています。 

 この事業は、昨年度から開始されています。 

 

 
 

 OTC 医薬品の普及は、セルフメディケーション

の推進の観点から重要です。国民が自分自身で健

康を管理し、軽い病気の症状の緩和や予防のため

に、自分の責任で OTC 医薬品などを使って手当を

するということは、国民の健康を維持するために

は重要なことです。 

 消費者が、薬の使用にあたり正しい情報を入手
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することも必要となります。 

 このため、OTC 医薬品の適切な選択と適正使用

を図るための薬事法改正による新たな販売体制の

構築、スイッチ OTC、ダイレクト OTC などの多様

な OTC の提供、そして、OTC の内容を時代の要請

に応じた見直しを進めていくこととしています。 

 

 
 

 一般用医薬品の販売制度につきましては、平成

18年に薬事法改正がなされ、本年６月から施行さ

れています。 

 この販売制度改正の大きな目的は、「一般用医薬

品の販売に関してリスクの程度に応じて、専門家

による適切な情報提供がなされる、実効性のある

制度を構築する」ということにあります。 

 スライドの左上、医薬品の区分ですが、医薬品

のリスクの程度に応じて、第１類、第２類、第３

類医薬品に分類されています。第１類は特にリス

クが高いもの、Ｈ２ブロッカーなどがこれに当た

ります。第２類は、リスクが比較的高いもの。風

邪薬などがこれにあたります。第３類はリスクが

比較的低いもので、ビタミン B,C 含有保健薬など

がこれに当たります。 

 第１類医薬品は、薬剤師による情報提供義務、

第２類医薬品は、薬剤師または登録販売者による

情報提供努力義務がかかり、第３類医薬品は、相

談があった場合には応答義務となっています。 

 （スライド中央を指しながら、）国民から見てわ

かりやすく、かつ実効性のある販売体制を確保す

るため、販売される医薬品にはリスクの程度がわ

かる名称を表示し、リスク分類に応じた陳列を義

務付け、第一類医薬品はオーバーザカウンタで陳

列するような方法となります。また、購入者が、

薬剤師なのか、登録販売者なのか、その他の従業

員なのか違いがわかるように名札等により区別す

ることとなっています。 

 このような販売制度の開始により、今までより、

医薬品の適切な選択と適正な使用が推進されるも

のと期待しております。 

 

 
 

 平成19年の３月の薬事食品衛生審議会一般用医

薬品部会におきまして、医療用から一般用医薬品

へのスイッチ化を促進していくための具体的な方

策を決めています。 

 具体的には、スイッチ化が適当と考えられるも

のについて医薬品関係学会にスイッチ化が適当と

考えられるものを選定してもらう。次に、その結

果を医学関係学会に意見照会します。これらの意

見踏まえ、薬事食品衛生審議会で討議し、スイッ

チ化が適当と考えられるものを公表することとし

ました。 

 このスキームにのっとり、今年の９月、スイッ

チ化候補品目としてごらんのとおりの８成分を通

知いたしました。 

 これ以外の成分についても、企業からスイッチ

OTC の申請が出されたものについては、個別にそ

の妥当性について判断していくことになります。  

 セルフメディケーションの推進といった点から

も、スイッチ OTC への取り組みを強化していきた

いと考えています。 
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 EU 等で一般用薬として汎用されている生薬製

剤の取扱いについて、平成19年３月に通知を出し

ております。 

 この通知は、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、いわゆる西洋ハーブに

ついての製造販売承認申請上の取り扱いを明確に

したものです。既承認の医薬品の有効成分として

含有されていない有効成分を含有する生薬製剤の

申請区分は、新有効成分含有医薬品となります。

これは、いわゆるダイレクト OTC 医薬品となりま

す。 

 申請に際し添付すべき資料についてですが、臨

床試験については、欧米の審査当局に提出した、

または国際的に信頼できる学術雑誌に掲載された

比較試験結果等が提出できるものについては、日

本人における安全性確認を主たる目的とした臨床

試験成績で差支えない場合があること。 

 その特質、現在の科学技術レベル等からみて申

請資料の一部を省略して差し支えないこと。 

 としております。 

 なお、外国で臨床評価が行われているものと申

請品が同等であることを示してもらう必要ある。 

 

 
 

 これまでの一般用漢方処方として用いられてき

た210処方は、昭和49年に策定されてから30年以上

見直しがなされておりませんでした。  

 このため、平成15年から３年間厚生科学研究で、

一般用漢方処方の見直しを図るための調査研究を

行いました。 

 具体的に同様な見直しを行ったかと申します

と、 ①現行の210処方の効能効果等の見直し ②  

現行の210処方の中から基準となる処方を選定し

て、その処方に生薬を加えたり、減じたりした処

方の追加 ③新処方の追加を行っています。 

 最初の「現行の210処方の効能効果等の見直し」

について、具体的にご説明しますと、文献等を調

査し、新たな効能効果が一般用として適切である

ものについて効能効果が追加されています。例え

ば、葛根湯であれば鼻炎が追加されています。 

 また、内服するすべての処方にしばりを追加し

ています。内服するすべての処方にしばりの追加

というのは、漢方の証の概念に対応するものとし

て「しばり」を書き込むということです。陰陽虚

実の概念を一般人向けにどう「しばり」の表現す

るのかというのは難しく、いろいろ議論があった

ようですが、一番素人でもわかる「体力」という

表現を使用しております。すべての内服薬につい

て、効能効果として、しばりと症状の組み合わせ

た表現としております。たとえば、「体力中程度か

やや虚弱で、手足がほてり、唇がかわくものの次

の諸症」といった書き方になりました。 

 また、一般用医薬品としてわかりにくい効能効

果の変更なども行っています。一般用医薬品とし

てわかりにくい効能効果の変更については、現在

社会一般で用いられなくなった用語をよりわかり

やすいものに変更しました。例えば、「胃アトニー」

を「胃腸虚弱」、「くさ」という言葉を「皮膚炎」

に変更しています。 

 210処方の効能効果のしばり等の変更について

は、薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会によ

る審議を経まして、昨年９月に通知をだしており

ます。また、今年の8月には加減方の追加について

一般用医薬品部会で了承が得られているところで

す。 

 

 
 

 これは本日の最後のスライドです。 

 「新薬開発の促進と安全確保の充実強化」につ

いては、そのためのドラッグラグの解消のための

取組や開発から市販後までの一貫した安全対策の

必要性とその対策です。 

 それから、患者の経済的な負担軽減、医療財政

の負担軽減のためのジェネリック医薬品の普及対
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策、それから、セルフメディケーションの推進の

ための OTC 医薬品の普及対策についてお話しいた

しました。 

 厚生労働省といたしましては、これらの施策を、

迅速、効果的、効率的にバランスよく充実強化し、

国民の健康に寄与していきたいと考えておりま

す。皆様方におかれても、ご理解と、ご協力をお

願い致します。
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 承認審査に関連する経過措置期間中の対応につ

いてご説明させていただきます。 

 

 
 

 まず、この根っことなります平成14年の薬事法

改正についての骨子・概略です。この説明の中で

は、もうすでに施行はされているのですけれども、

その前の法律を旧法、この後の法律を新法という

呼称でご説明させていただきます。そこにお示し

したとおり、非常に大きな改正でしたので、３回

に分けて施行が行われております。 

 本日のポイントとなりますのは、平成17年度に

この枠内で掛かった部分です。その後、施行にお

きまして、今までは製造という行為に対して承認

を与えていたものが、製造販売に対して承認を与

えるという制度の大きな位置づけの変更がありま

した。そしてその変更に伴いまして、業許可体制

の見直し再編が行われました。また、併せて、外

国製造業者認定制度、そして原薬等登録原簿制度、

いわゆるマスターファイル制度ですけれども、こ

れらの制度が新しくスタートいたしました。 

 

 
 

 これらの制度の導入を円滑に図るために、一定

の経過措置期間を置いて施行という形になってお

ります。現在も一部その経過措置期間が続いてい

るわけですけれども、本日はその関連の規制に対

して体系的なご説明を加えながら、経過措置期間

中の対応について特に焦点を当ててご説明をした

いと思っております。 

 本日のご説明のリストがこちらです。この講習

会をはじめといたしまして、いろいろな機会でこ

ちらから情報発信をした内容となります。すでに

皆様方におかれましては、対応済みや対応の最終

段階と承知はしているわけですけれども、いま一

度、せっかくの機会ですので、対応もれがないか、

この機会に合わせてご確認いただければ幸いで

す。 

 

2. 承認審査に関連する経過措置期間中の
対応について 

厚生労働省医薬食品局審査管理課
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 まず初めに、承認申請書の記載整備についてご

説明させていただきます。 

 

 
 

 先ほど申し上げました製造販売承認の導入に伴

いまして、承認申請書の位置付け、内容が大きく

変わりました。具体的には「製造場所の記載」「原

薬情報の記載」「製造方法の記載の充実」が新たに

求められることになりました。そして、その記載

要領と記載例を示した基幹通知が平成17年２月10

日付課長通知、あとはその後出されました QA など

において、その骨格が示されております。 

 当然、今から承認申請をなさるという場合は、

これらの通知に基づいて、いわゆる新法対応のフ

ルスペックの承認申請が必要になるということで

すが、旧法化で承認があった、いわゆる既承認品

目の記載整備をこの経過措置期間中に行うことと

されております。これが本日のポイントの一つ目

です。 

 具体的にはそのタイミングとしましては、みな

しの製造販売業許可更新時までに行うと。これは

会社さんによってもちろん異なりますけれども、

遅くとも平成22年３月末までということになって

おりますので、それまでにはすべての承認書が記

載整備、新法体制の中身になっているということ

になっています。ただし、そのみなし期間中にお

きましても製造方法が変更された場合、これは軽

微、一変は問いませんけれども、その時点で記載

整備が必要ということになっております。 

 

 
 

 医薬品と一口に言いましても、いろいろな医薬

品があります。そして、その特性に応じて一部、

その製造方法の簡略記載を認めております。具体

的にはそこにお示ししましたように、医療用医薬

品の原薬につきまして、第３類医薬品のうち特に

リスクが低いと考えられる一定の有効成分を通知

によりすでに明示しているわけですが、それらに

関しましては製造方法の簡略記載を可能にしてお

ります。その製造方法欄には「製造所情報」「製造

工程の範囲」「フローチャート」を別紙添付という

形で簡略化を図っているということです。 

 

 
 

 もう少し具体的に申し上げますと、記載する製

造工程の範囲につきましては原則として変更はあ

りません。ただし、そのフローチャートにおきま

して簡略記載の工夫を行っておりまして、こちら

にございますように出発物質・中間体・生成物の

構造式や化学名、製造工程名、使用する試薬・溶

媒等の名称をフローチャートに載せていただくと
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いう形を採っております。ただし、当然、品質管

理上必要・重要となります管理項目などについて

は引き続き適切に記載してくださいということに

なっております。この記載例も通知ですでに示し

ておりますので、いま一度ご確認いただければと

思います。 

 

 
 

 次に簡易登録した MF（マスターファイル）の記

載整備についてご説明いたします。 

 

 
 

 こちらは最初にご説明申し上げましたとおり、

平成14年の法改正によりスタートした制度です。

概要等はもうご存じかと思いますけれども、今回

の法改正のグランドデザインにおきまして、製造

販売業者への責任・情報の一元化というところが

一つのポイントでした。 

 ただし、一方で原薬業者のいわゆる製造ノウハ

ウといった知的情報を保護するために、それらの

両立を図る必要があった。その両立を可能とする

制度がまさにこの MF 制度であり、原薬会社からの

直接の登録を受け付けることにより、行政として

は必要な情報をすべてご提出いただき、一方で原

薬業者はノウハウの保護が図れるといった制度で

す。そういう観点から考えますと、MF を使用した

からと言って、必要になる情報量は決して変わる

ものではありません。ですので、先ほどご説明い

たしました承認申請書におきましては、使おうが

使うまいが同様のレベルの記載が必要となりま

す。 

 そして、これが二つ目の今日のポイントですけ

れども、制度の円滑な導入を図るために、MF に対

しては簡易登録を制度施行前に設けておりまし

た。これはそのときは登録だけでよく、一定の経

過措置期間を置きまして、その間に新法対応の内

容等とすることとしておりました。あとは同様で

すけれども、ただし、MF の内容に変更が生じた場

合は、その時点でその期限を待たず記載整備をす

るということになっております。 

 法施行後は当然、今から新規に登録されるとい

った場合におきましては簡易登録というのはもう

ありませんので、最初から新法対応の内容記載が

必要という整理となっております。 

 

 
 

 続きまして、これは承認申請書の細かい書き方

ですけれども、実際にどうなっているかというと

ころです。承認申請書には MF の登録番号などを記

載することによって、承認書自体に原薬の製造情

報を書かずとも申請ができるという形にしており

ます。しかしながら、先ほど申し上げましたとお

り、製造販売業者への情報・責任の一元化という

観点から、MF の情報であっても一定のものは製造

販売業者に開示すべきというパートを定めてお

り、そのパートは通知において明示化していると

ころです。 

 次は申請の話になるのですが、当然、変更手続

きというのは MF の業者が行うことになるのです

けれども、製造販売業者の皆様におかれましても、

その場合であっては一変の申請が必要になりま

す。たとえば、１の原薬業者に関して複数の製造

販売業者が関連している場合は、それぞれの製造
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販売業者、すべての製造販売業者が一変を行う必

要があるということになります。 

 しかしながら、MF の部分の軽微の変更につきま

しては、行政的な手続きとしては MF と PMDA の中

で手続きが完了するのですけれども、たとえその

場合であっても、MF 業者は事前に製造販売業者に

通知するということを求めております。このあた

りは実際に実行されるかは、平素から製造販売業

者の皆様と原薬会社の皆様の密な連絡、必要に応

じての指導管理といったところが重要になってく

ると思いますので、引き続き、そのあたりの情報

共有、密な情報連絡をどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

 
 

 次に外国製造業者認定の更新についてお話しい

たします。 

 

 
 

 こちらも最初に申し上げましたとおり、平成14

年改正によりスタートした制度です。法施行時点

では既承認品目の外国製造所につきましては、外

国製造業者認定を受けているものとみなされまし

た。そして、これが今日の三つ目のポイントです

が、そのみなしの外国製造業者は旧法化の輸入販

売業許可更新までに認定の取得が必要ということ

になっております。これは５年ですので、遅くと

も平成22年の３月末までに、すべての外国製造業

者は更新をしなければいけないということになり

ます。 

 

 
 

 一方で、日本と外国では薬事法もそうですけれ

ども、いろいろな周辺環境がどうしても違うとい

うことも踏まえまして、この認定手続きの整理改

善を並行して図ってきたところです。具体的には

平成19年の３月に承認書の様式に英文を併記する

とともに、当然、医師の診断書というと社会的な

位置付けも違うところもありますので、一定の条

件下におきまして、それらに代えて役員の疎名書

を受け付け可能といたしました。また、同６月に

は構造設備の概要の様式を作成いたしまして、そ

ういった必要資料の標準化、共通化を図るととも

に、企業の吸収合併等による認定取得手続きの迅

速化の対応をとったところです。 

 また、加えまして、医薬品医療機器総合機構の

ホームページにおきまして、こういった外国製造

業者認定制度、そして MFの制度概要、各種関連通

知を英訳で掲載しております。外国製造業者の方

といろいろお話しする機会があるかと思いますけ

れども、そういった際にはぜひこうした資料もご

活用いただければと思っております。 

 そして、認定手続きにつきまして一つお願いと

いいますか注意事項です。製造販売業者がこれら

の認定手続きを法律上代行することは可能にはな

っています。しかしながら、たとえば１の外国製

造業者に対して複数の製造販売業者が関係した場

合、これは別品目であってもですけれども、もち

ろん代行する場合はご自身の申請区分については

当然必要な代行の手続きを行っていただかなけれ

ばならないのですが、その他の製造販売業者につ

いても区分もれがないかどうかのご確認をぜひお

願いしたいと思っております。 
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 こちらが私の最後のスライドになります。これ

に論点を絞って今日はお願いに参りました。と言

いますのも、経過措置期間が来年の３月ですべて

終了するわけですけれども、無事に４月を迎えら

れますように、まさに今が最後の確認のタイミン

グだと思っております。もうご対応済みかとは思

いますけれども、ぜひ最終的なご確認をいただき、

無事に経過措置期間中にすべての必要な対応を行

っていただけますよう、お願いします。 

 具体的に復唱いたしますと、承認書の記載整備

につきましては、みなしの製造販売業許可更新日

まで。簡易登録いたしました MF の記載整備につき

ましては、平成22年３月末まで。みなしの外国製

造業者認定の更新につきましては、旧法化の輸入

販売業許可更新日までとなっております。いずれ

も遅くとも平成22年の３月末までとなっておりま

す。 

 そして、今日はポイントとして取り上げなかっ

たのですけれども、製造販売承認の制度の導入に

よりまして、GMP の位置付けが承認要件となりま

した。承認一変時の GMP 調査はもちろんですけれ

ども、５年に１度の定期調査が導入されました。 

 ここにおきまして、当然 GMP 調査ですので、製

造所の Inspection などが中心になるわけですけ

れども、その手続きや指導・監督は責任の一元化

という観点から、製造販売業者が大きく担うとこ

ろがあります。その GMP の承認一変はもちろん、

定期調査におきましても、製造業者との適切な指

導・監督、情報連絡をよろしくお願いします。そ

して、GQP につきましても同様で、取り決めの適

切な自主管理をよろしくお願いいたします。 
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 輸入届についてご説明いたします。 

 現在、みなし業態期間中の業者におかれまして

は、今年度末までに、業許可の更新を随時行うこ

とになると思いますが、まずは、業許可更新時の

輸入届について諸注意をお伝えいたします。 

 

 
 

 みなし業態期間中は、新規製品においては、輸

入届を届け出ていただいておりますが、従来輸入

していた製品等においては、輸入届を必要として

いませんでした。しかし、業許可更新後において

は、輸入するすべての製品について、薬事法施行

規則第94条、第95条に規定されているとおり、医

薬品等を業として、輸入しようとする製造販売業

者又は製造業者が通関までに輸入届を届け出なけ

ればならないこととなるので、業許可更新後につ

いては、輸入届の提出を確実に行ってください。 

また、輸入届の届け出にあたっては、業許可更新

申請中においても行えるようになっております。

具体的には、輸入届を提出する際に、当初、添付

書類の一つとして、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することとしており

ます。しかし、この方法により輸入届けの提出を

行った時には、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証の写しを必ず

地方厚生局へ提出してください。その際は、該当

する輸入届の写しも添付書類として提出してくだ

さい。 

 みなしからの業許可更新申請中に輸入届けを受

付することにより、輸入通関業務が滞りなく行え

ることと思います。 

 しかし、みなしからの更新でも外国製造業者認

定においては、申請中に輸入届の提出を行うこと

はできません。必ず外国製造業者認定を輸入届出

前には、取得しておく必要がありますので、認定

更新の事務処理期間等を考慮し申請については余

裕を持って申請し認定を受けた後に、輸入届の提

出を行いますようお願いいたします。 

 現在、輸入届の相談の中には、外国製造業者が

みなしからの更新申請中に輸入届を提出できない

かとの相談があるとのことですが、今説明させて

いただいたとおり輸入届の提出は行えません、添

付書類として外国製造業者認定証の写しが必要と

なっていますので、ご承知願います。 

 

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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 次に変更届についてですが、輸入届において記

載内容に変更が生じた場合は、様式第51の変更届

書によることとなっていますが、変更届の様式に

は、輸入しようとする品目の名称を記載する欄が

ありませんので、備考欄に必ず記載するようお願

いいたします。また、変更届の提出を行う場合、

変更届書を正副２通と添付資料としては、変更内

容が確認できる書類と輸入届の写し等の必要書類

の提出をお願いいたします。 

 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、すなわち必要添付資料が添付されて

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、輸入届には必ず

記載しなければならない項目については、記載を

してください。 

 記載について、外国製造所の名称及び所在地の

誤記が多く見受けられますので、製造販売承認又

は製造販売届書並びに外国製造業者認定書に記載

されている名称等を確認し記載してください。 

 また、外国製造業者認定区分欄ついても、誤記

記載が見受けられますので、外国製造業者認定証

に記載された認定の区分を正確に記載してくださ

い。 

 添付書類において、旧輸入販売業許可証の写し

を提出する際には、みなし中であることや許可番

号が確認できるように、旧許可証の写しを提出す

る際には、必ずみなしのはがきの写しを一緒に添

付するようお願いいたします。 

 添付書類を付けないで提出している事例もあ

り、再度、通知等を参考にして、添付資料を確認

してください。 

 生薬などにおいて、承認書等で外国製造所の確

認ができない場合においては、外国製造業者認定

が不要な製造所であれば、その事項については、

空欄とし、その旨備考欄に記載してください。ま

た、認定が必要な製造所であれば、製造販売業者

において、外国製造業者が間違いないか確認でき

る書類を輸入届の添付資料に追加するようにお願

いいたします。 

 輸入しようとする品目の名称欄に、輸入先販売

名を記載している届出が見受けられますので、様

式にあるように、届出事項以外の記載が必要であ

れば、備考欄を利用してください。しかし、備考

欄は変更届出事項ではありませんので、記載する

際には、十分注意してください。 

 

 

 

 最後になりますが、今年度末にみなし許可の有

効期間が終了すること。又、高度医療評価制度な

ど、あらたな制度への対応が必要な事から、医薬

品等の輸入手続きを定めた「医薬品等輸入監視要

領」および「医薬品等輸入届取扱要領」の改訂を

予定しております。 

 業界の皆さまにもご協力をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 
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厚生労働省医薬食品局安全対策課から「医薬品の

市販後安全対策について」と題しましてお話しさ

せていただきます。 

 

 
 

本日は、市販後安全対策の概要から、各制度と、

一般用医薬品の販売制度改正にかかる薬事法改正

の概要、安全対策の課題と取り組みについて、お

話したいと思います。 

 

 
 

それでは、１．市販後安全対策の概要についてで

す。 

 

 
 

 まず、医薬品行政の概要について簡単にお話し

ます。ご存じの通り、医薬品の開発～市販後に至

るまで、各段階で様々な規制が行われています。 

① 新医薬品の開発では、新規活性物質の合成が

行われ、さらに動物実験により有効性や毒性が

確認されます。 

② ある程度、有効性や安全性が確認された場合、

次に治験に移り、人における有効性や安全性が

確認されます。 

③ その後、承認審査がなされ、有効性及び安全

性が確認された上で、市場に出ます。 

④ 市場に出た医薬品は、厳密な販売規制を受け

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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ることになります。薬剤師でなければ販売でき

ないものや、医師の処方せんがなければ販売で

きない医薬品があります。 

⑤ また、市場に出ると市販後安全対策が課され

ます。市販後安全対策とは、文字どおり、承認

後に新たに得られる副作用等の情報収集、得ら

れた情報の分析結果に基づく添付文書等改訂な

どの安全対策の企画立案などを行うことであり、

薬事法において、関連する規制が定められてい

ます。 

 

 
 

 医薬品が創製され、研究開発が進むに従って、

その医薬品に関する有効性、安全性に関わる情報

は次第に増加しています。 

 この図は、その様子を模式的に示したものです。 

 承認申請前には、多くの非臨床試験や臨床試験

が行われ、そこで得られた情報もとに承認申請が

行われますが、この段階で、蓄積された情報を評

価して承認審査が行われます。 

 承認されると、それ以後は市販後調査等が行わ

れ、さらに情報が蓄積されます。 

 このように、研究・開発段階から、市販後を通

して、有効性・安全性の情報が収集され、蓄積さ

れてきますが、これらを活用することによって、

安全に医薬品が使用できることになります。 

 

 
 

 医薬品の有効性・安全性・品質は、承認審査段

階で評価・承認されます。 

 承認前の安全性情報は、治験が一定の制限下（つ

まり、患者数、併用薬、合併症、年齢構成等、限

られた範囲内）で行われる以上、限定されたもの

とならざるをえません。 

 しかし、ひとたび販売が開始され、患者数が急

激に増大し、併用薬を始め患者背景も多様化する

と、承認前に予測できなかった副作用が、たとえ

市販後、かなりの年数がたった薬でも、これまで

みえなかった新たな副作用が発現するおそれが否

定できません。 

 市販後安全対策は非常に重要な役割を担ってい

るということになります。 

 

 
 

 それでは、２番目の話題に入ります。 

 医薬品安全対策に関する制度等について御説明

いたします。 
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 安全対策の流れは、「サイクル」として表すこと

ができます。 

①副作用の発生・発見、②その情報収集、③収集

されたデータ分析、④そして安全確保措置の決

定。⑤最後にその情報及び措置を速やかに関係

者に情報提供をすることが、基本的な安全対策

の流れになります。 

 このサイクルを製造販売業者、医療機関、行政

など関係者が滞りなく、適時適切に行うことによ

り、医薬品の安全確保が図られるわけです。 

 

 
 

 まずは、情報収集です。このスライドには、市

販後に行われている様々な制度をまとめて示して

います。このうち、市販後にどの医薬品でも継続

して行われるものをご紹介します。 

 

 
 

 まず、副作用等報告制度ですが、企業報告制度

と医薬関係者からの報告制度がございます。 

 まず、企業報告制度ですが、薬事法に基づき、

企業が医療機関等から収集した医薬品・医療機器

の「副作用・感染症・不具合情報、研究報告、外

国での措置」に関する情報等を厚生労働省に報告

することを義務付けた制度でございます。 

 平成８年の薬事法一部改正（平成９年４月１日

施行）により、義務化されました。 

 なお、報告期日は、副作用に係る情報を知った

日から、15 日あるいは 30 日になります。これは、

副作用の重篤性や既知の副作用か未知の副作用か、

また、品目により異なります。 

 医療機関報告制度としては、薬事法に基づき、

医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者から医薬

品、医療機器等の副作用等について報告を収集す

る制度でございます。 

 その歴史を簡潔に述べますと、昭和 42 年３月、

約 3,000 の医療機関をモニター施設に指定し、医

薬品副作用モニター制度を開始、また、昭和 53

年８月には、さらに、約 3,000 の薬局をモニター

薬局に指定し、薬局モニター制度を開始しました。 

 平成９年７月、これら制度等を統合・拡充。「医

薬品等安全性情報報告制度」が発足しました。こ

の制度では、報告対象施設を全国全ての医療機

関・薬局に拡大し、医薬品（大衆薬含む）、医療機

器等を対象に、全ての副作用、感染症、不具合情

報の報告をお願いするものでありました。 

 そして、平成 14 年７月の薬事法改正により、薬

局開設者、病院・診療所等の開設者、医師・歯科

医師・薬剤師等は医薬品、医療機器による副作用

等や感染症の発生を知った場合において、必要が

あると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報

告しなければならないことが規定され、平成 15

年７月より施行されて今日に至っております。 
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 これは、副作用等報告の件数の推移を、各制度

の変遷とともに示しております。報告は年々増え

てきており、企業からの報告は年に約３万件、医

療機関からの報告は約４千件となっています。 

 

 
 

 その他の報告制度として、生物由来製品につい

ては、上乗せの制度として、製造販売業者が、感

染症に関する最新の文献等を収集・評価し、６ヵ

月に 1回報告する「感染症定期報告」制度が、平

成 15 年７月から施行されております。 

 また、WHO の枠組みとして、「WHO 国際医薬品モ

ニタリング制度」があり、これに参加しています。

加盟各国における副作用症例の情報を国際的に収

集し、情報交換するものです。 

 

 
 

 続きまして、収集した情報の分析、評価、措置

までのプロセスについてお話します。 

 製薬企業等から報告された副作用報告等は、医

薬品医療機器総合機構にある副作用情報 DB に蓄

積されています。 

 蓄積した情報、もしくは企業から相談された事

項に関する情報について分析評価を行い、総合機

構と厚生労働省とで適宜協議の上、安全確保措置

を講ずることになります。 

 その際には、薬事・食品衛生審議会の安全対策

部会に意見を聴いた上で、添付文書改訂の指示な

ど必要な安全対策を講じているところです。 

 

 
 

 総合機構での副作用等情報の分析・評価がどの

ように行われているか、このスライドにお示しし

ています。国内副作用の死亡・未知重篤症例等に

ついては、個別に調査員が精査しています。精査

のポイントもご参考までに、例示しております。 
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 つづきまして、講じられた安全確保措置につい

て、いかに医療現場に提供するか、情報提供につ

いて御説明いたします。 

 措置の方法は、緊急性、重大性により異なりま

す。 

○厚生労働省緊急ファックス情報 

 これは、全国の医療機関等に特に緊急に伝達す

る必要のある重要なものについて、ファックスに

より伝達しているものです。 

（これまで平成９年３月 28 日に「ヒト乾燥硬膜の

使用中止について」の使用事例あり） 

 *平成11年12月現在約６万余の情報提供先を登

録している。 

 

○緊急安全性情報（ドクターレター） 

 重要かつ緊急な伝達が必要と判断されるものに

ついては、「緊急安全性情報（ドクターレター）」

を配付するよう指示し、それに基づき企業が速や

かに医療機関に配布します。 

平成 18 年度には、１件（タミフル） 

 

○「医薬品・医療機器等安全性情報」、添付文書の

使用上の注意改訂 

 私ども安全対策課は、基本的に毎月、「医薬品・

医療機器等安全性情報」を発行している。 

 使用上の注意の改訂のうち、重要なものについ

ては、症例や解説記事にまとめて情報提供します。

その他、下段にあるように、適正使用推進のため、

添付文書情報を始め、副作用全症例公開、また、

患者向け医薬品ガイドなどを掲載し、情報提供し

ています。 

 

 
 

 ご存じの方、ご利用頂いている方も多いとは思

いますが、先ほどのスライドでお示ししていたよ

うな情報は、全て医薬品医療機器総合機構の「医

薬品医療機器情報提供ホームページ」において、

公開しています。 

 

 
 

 副作用症例の概要は、安全対策の透明性を確保

する観点から、平成 16 年４月以降の全ての報告症

例についての公表をしております。 

 平成 19 年度報告分からは、概ね６ヵ月後を目途

に公表していくこととしており、平成 21 年９月１

日現在、平成 21 年２月分まで、公表しています。 
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 このスライドには、公表される概要を例示した

ものです。 

 特に死亡症例については、専門家の意見を聴い

て、因果関係に関する評価、表の一番下に注とし

ているところですが、これも合わせて公表してい

るところです。 

 

 
 

 そのほか、医療関係者だけでなく、患者さんへ

の情報提供として、「患者向医薬品ガイド」を公表

しています。患者向医薬品ガイドの目的は、患者

自身が医療用医薬品を正しく理解し重篤な副作用

の早期発見等に資するようということです。患者

向医薬品ガイドの作成対象医薬品は、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、患者に対して、特別に適正使用に

関する情報提供が行われているものです。 

 

 
 

 患者向医薬品ガイドは、製造販売業者が作成す

るのですけれども、その作成にあたっては、広告

的な内容にならないよう配慮することなどが求め

られており、専門家に適宜相談しつつ、医薬品機

構、また、厚生労働省による確認を経た上で、公

表されています。 

 現在、一通りのものは作成され、総合機構のホ

ームページ上で公開されています。 

今後、広く活用されることが期待されます。 

 

 
 

 このような情報提供をより早く、より有効に活

用していただくために、プッシュメールの登録を

おすすめしております。このスライドに HP アドレ

スを載せておりますので、この機会にどうぞ、ご

登録いただき、ご活用ください。 

 

 
 

 ３つめの話題は、平成 18 年の薬事法改正につい

てです。 

 

 
 



―  ― 27

 第 164 回通常国会に３月７日付で薬事法の一部

を改正する法律案が提出され、成立し、現在、施

行されております。 

 ポイントは、複数ございますけれども、一つに

は、一般用医薬品の販売に関して、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。 

 

 
 

 医薬品販売制度改正検討部会の提言も踏まえ新

たな医薬品販売制度が構築されることとなりまし

た。 

 一言で申し上げれば、従前、リスクの程度にか

かわらず一律に努力義務の扱いだった情報提供、

相談対応に、今般、メリハリをつけたというとこ

ろです。 

 

 
 

 改正のポイントの二つ目としては、一般用医薬

品の販売を担う新たな専門家として登録販売者

（都道府県試験）の仕組みを設けたということで

す。 

 また、現行の許可業態は、新制度では、薬局、

店舗販売業、配置販売業の３種類に整理される。 

 

 
 

 ポイントの３つ目ですが、適切な情報提供及び

相談対応のための環境整備も重要なポイントです。 

 

 
 

 その他のポイントをまとめております。 

■現行制度では、専門家を常時配置する趣旨が、

店舗等の管理業務を行うためなのか、購入者に

対する情報提供の業務を行うためなのか判然と

していなかったが、新制度ではこれを明確に整

理しました。 

■これまで薬事法上、一般用医薬品の定義はなく、

医療用医薬品との区別も必ずしも明確でありま

せんでした。今回の改正により、医療用・一般

用兼用は解消されることになります。 

 また、新制度の店舗販売業では、一般用医薬品

以外の医薬品の販売は認められない。 

■現行制度では、一般販売業の一形態として卸売

一般販売業があるが、他の許可業態では卸売り

が認められないわけでなく、また、卸売一般販

売業も個別に都道府県知事の許可（販売先変更

許可）を受ければ小売りが認められていました。 

 今回の薬事法改正によって、卸売りを行う業態

について「卸売販売業」として独立した許可の

種類が創設された。「医薬品を、医療関係者や医

薬品の製造販売業者、製造業者らに対し、販売
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し、又は授与する業務」と定義されている。 

■医薬部外品の３カテゴリー 

・ 静汗剤等の旧来からの製品群 

・ 衛生害虫類に対する作用を目的とするもので

医薬品以外の殺虫剤などです。 

・ 医薬品から医薬部外品へ移行した製品群 

いわゆる新指定医薬部外品、新範囲医薬部外

品というもので、栄養ドリンクなどが代表例

でございます。 

 

 
 

 また、最近のトピックスとしては、一般用医薬

品の区分変更に際しては、2009 年 5 月より、安全

対策調査会にて事前整理を行った上で、安全対策

部会にて審議されることになっております。 

 

 
 

 それでは、最後の話題、安全対策の課題と取り

組みです。 

 

 
 

 これまでお話しをしてきましたが、安全対策は

対象が幅広く、市販されたもの全て、適用外使用

といったものまで、対象と成ります。 

 

 
 

 そこで、こうした広い対象を相手とする訳です

が、目指すものとしては、やはり副作用発生防止

と迅速な安全対策措置の実行です。 

 これまでの警報発信型の安全対策から予防予測

型の安全対策へとシフトし、先手を打っていくこ

とが必要です。 

 

 
 

 しかし、治験は、そもそも健康被害を最小にし
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て、最大限の効果が出るよう設定されるものであ

り、その他、個々に示しますような制約もあり、

この段階で全ての副作用情報の検出は不可能です。 

 

 
 

 市販されると、治験の段階では得られなかった

様々な情報が得られるとともに未知の副作用も出

現します。未知の副作用をどれだけ早く検出でき

るか、というのは大変重要なことです。 

 

 
 

 副作用は、担当医の専門外の領域に発生すると、

その発生頻度が低さから経験する機会が少ないこ

ともあり、発見や対応は遅れがちになります。こ

こに例示する医薬品とその副作用は、今となって

は有名になっているものですが、治療対象疾患と

は異なる領域で発生した副作用を迅速に発見・対

応できるよう、早めの注意喚起していくことも重

要です。 

 

 
 

 しかしながら、１万人に１人程度の割合で発生

する副作用は、治験の段階では評価困難であり、

市販後しばらくして、多くの方に使用される様に

なってから、ドクターレターを出すような例も見

られます。 

 

 
 

 そのような時でも、適切な時期に注意喚起をし

て、薬の適正使用をして頂くことが副作用発生予

防に大変重要なことです。 

 

 
 

 次に、このような対応をなるべく減らすために、

ただいま安全対策課で取り組んでいることをご紹
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介していきます。まずは、市販直後等安全性情報

収集事業です。 

 

 
 

 このスライドは、市販直後の情報収集について

示しております。新医薬品について、企業が行う

市販直後調査と、厚生労働省の予算事業である、

市販直後等安全性情報収集事業（いわゆる定点観

測事業）を示しております。 

 新規性が高く、治験症例が少ない新医薬品につ

いては、承認段階での副作用の情報が少ないため、

市販後に初めて明らかになる副作用が多いので、

医療機関からの積極的な情報収集が重要となって

きます。この事業では、企業の行う市販直後調査

と並行して、全国約６か所の医療機関から直接状

況報告いただくという事業です。 

 

 
 

 収集するポイントは、４点です。（スライド読み

あげ）これらの情報を、医療機関から報告いただ

き、そして必要に応じて、安全対策を実施するこ

とになります。なお、この事業については、各医

薬品につきまして情報の収集・評価が終了後に、

直近の医薬品等安全対策部会において、その結果

を報告するということにしております。 

 

 
 

 これは、これまでに医薬品等安全対策部会に報

告してきた事業の結果になります。（スライドから、

いくつか紹介） 

 

 
 

 続いて、平成 17 年度から実施している重篤副作

用総合対策事業についてお話します。 

 

 
 

 先ほども紹介しましたが、副作用によくある特

徴としては、次の３点があげられます。 

 １点目は、担当医の専門外の領域に発生するこ

と、２点目はその発生頻度は低く経験する機会が

少ないこと。 
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 ３点目は、明確な発生機序がわかっていないこ

とが多いことです。 

 このように、いつ発生するか分からない、とら

えにくいリスク、また、経験することの少ないリ

スクに対して、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。 

 

 
 

 重篤な副作用は、一般にその発生頻度は低く、

ここに掲げている間質性肺炎や皮膚粘膜眼症候群

（スティーブンス・ジョンソン症候群）のように

一般用医薬品を含め、多種類の医薬品で発生する

ことがあります。 

 

 
 

 従来の安全対策は、主として、医薬品に着目し、

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り注意喚起する

「警報発信型」、「事後対応型」が中心でありまし

たが、これだけでは、場合によっては発見が遅れ、

重篤化することもあります。 

 従来の安全対策に加え、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、「予防・予測」的な安全対策への転換を図

ることを目的として、「重篤副作用総合対策事業」

が進めれているところです。 

 平成 17 年７月に重篤副作用総合対策検討会を

開催し、患者及び臨床現場の医師、薬剤師等が活

用する治療法、判別法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し、記載項目、対象

副作用疾患を決定し、現在、関係学会と連携して、

マニュアル作成作業を進めており、完成したもの

から公表されております。 

 引き続き、出来たマニュアルから、順次評価を

行った上で、厚生労働省ホームページ等に掲載し、

広く情報提供していきたいと考えております。 

 

 
 

 作成対象マニュアルの一覧です。赤字下線部は

web 等で公表済みのものです。 

 

 
 

 続きまして、現在、安全対策課で進めておりま

す「妊娠と薬情報センター事業」についてお話し

ます。 
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 「妊娠と薬情報センター事業」は、相談事業と

調査業務が２つの柱になります。 

 １つ目は、妊娠を希望している女性及び妊婦さ

んの不安を取り除き、最善の治療が行えるように

すること、２つ目は、妊娠の結果情報を収集・評

価し、データベースとして蓄積するとともに、将

来の添付文書改訂に資すること 

 

 
 

 国立成育医療センターに「妊娠と薬情報センタ

ー」を設置し、 

 主治医を介した相談対応、また妊娠結果の情報

を収集し、分析する調査業務を行っています。 

 将来的には、得られて情報の分析結果をもとに

添付文書等の改訂をできればと考えています。業

務を進める上で、個々の医薬品の催奇形性に関す

る情報の蓄積が必要になりますが、カナダのトロ

ント小児病院のマザーリスクプログラム（20 年の

経験をもつ）と連携しつつ、情報を入手し、さら

に最新の論文情報などを蓄積し、データベース化

を図っているところです。 

 

 
 

 平成 17 年に本事業を開始してから、平成 21 年

３月までの相談件数です。 

 多い相談は、精神神経系、感冒、インフルエン

ザなどです。当初は、世田谷地区限定でしたが、

その後平成 18 年２月には、東京都と神奈川県に拡

大。平成 18年９月には、１都６県に拡大し、平成

19 年４月からは全国に対象地域を拡大しており

ます。 

 

 
 

 現在は、協力病院等の体制整備を行っていくと

いう考えで進めております。平成 21 年９月現在の

協力病院の一覧です。14 病院にご協力頂いていま

す。各病院の窓口業務の概要については、各医療

機関のホームページ等をご覧ください。 
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 それから、薬の胎児への影響の他に、薬の母乳

への移行により乳児への影響を心配される相談も

多いことから、昨年の 12月より、国立成育医療セ

ンターのホームページにおいて授乳に関する情報

提供を開始しています。そこでは、授乳と薬に関

する基本事項や「授乳中に使用しても問題ないと

される薬剤の代表例」および「授乳中に使用して

はいけない薬剤の代表例」として、授乳への影響

の無いことが明らかな薬剤と、リスクが明らかな

薬剤の代表例をリストアップしています。これも、

添付文書にはない情報の提供であり、広く利用さ

れることを期待しています。 

 

 
 

 それでは、今後の取り組みについて、ご紹介し

ます。 

 

 
 

 年間約３万件に及ぶ企業からの副作用等の報告

などをもとに、適宜、専門家の意見を聞きつつ、

日々、それら情報の分析・評価を行っているとこ

ろですが、より効率化、迅速化、高度化を図るこ

とを目的として、医薬品医療機器総合機構におい

て、データマイニング手法での分析・評価が今年

度より行われています。 

 データマイニングとは、 

・データベースを鉱山とみなし、重要な情報を採

掘（マイニング）する。 

・医薬品の因果関係がありそうな副作用（シグナ

ル）をデータ処理により抽出する。 

ことでございます。 

 

 
 

 現在、副作用報告データベースからラインリス

トとして整理したものを確認し、更に必要に応じ

て個別症例分析を行った上で、安全確保措置の対

応が必要かどうかヒアリングを通じて、検討を行

っています。 

 この流れの中に赤字でお示しするようなデータ

マイニングによるシグナル検出手法を導入するこ

とにより、より迅速かつ的確な安全確保措置の実

施を行うことを目指しております。 
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 また、副作用のリスク因子の解明に資するため、

ファーマコゲノミクスの分野の研究も進められて

います。観測される有効性・安全性の差に遺伝多

型が関与することも知られており、現在では薬の

開発段階でも利用されています。市販後は医療環

境、生活環境等の外的要因の影響も分析評価し、

継続的に調査することが有益と考えています。 

 

 
 

 ここには、遺伝子多形について、医薬品・医療

機器等安全性情報に掲載した例を示しております。

ファーマコゲノミクスの利用は、今後、安全対策

に資するものになっていくものと考えられます。 

 

 

 最後に最近の話題です。 

 

 
 

 今般、肝炎検証委員会の提言を元に安全対策の

体制の充実強化やより安全対策を効果的に行うた

めの業務改善が行われています。具体的な例とし

て、総合機構の安全部門の人員増加をと安全対策

業務の課題を挙げています。 

 

 
 

 体制強化後の課題として 

 1.2.3．ということを挙げています。 

 

 
 

 平成 21 年度には、139 名と 100 名増員し、増員
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後の強化事項として、情報収集体制の強化、副作

用報告を網羅的に評価する、審査と一貫したリス

ク管理の実施等、といった課題がございます。 

 

 
 

 長くなりましたが、安全対策の目指すべきとこ

ろは、リスクとベネフィットのバランスやコスト

の最適化で、よりよく医薬品を使用して頂く環境

を作っていくところです。 

 今までご紹介した施策を通じて、より積極的な

安全対策を進めるためには、製薬企業、学会等関

係者の協力が不可欠と考えております。御協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

 
 

御静聴ありがとうございました 
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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。 

 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、一昨年

から、「医薬品の情報公開について」という演題を

設けていただいております。こういった機会を通

じて皆様に情報公開法に対する理解を深めていた

だき、法の目的を踏まえて適正な運用に御協力い

ただきたいと考えております。 

 

 
 

 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、情報公開法とはどのような法律

かについて簡単に説明致します。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誰でも公

開（開示）請求できることとした法律です。 

 

 

5. 医薬品の情報公開について 

総務課医薬情報室
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 情報公開法は、「国民主権の理念に則した開示請

求権の実現」を目的としており、それによって、

情報公開制度を整備し、行政機関が国民に対して

その諸活動を説明する責務が全うされるようにす

ることを目指したものです。 

 従来から記者発表やホームページでの公表など

を通じて行政からの情報提供はありましたが、こ

れに加えて国民の側から行政の持っている情報の

開示を求めることのできる「開示請求権」が法的

な権利として実現されました。 

 さらに、開示・不開示決定は、法的には行政処

分に相当しますが、それに異議があれば、行政不

服審査法に基づく不服申立、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

説明する責務があることが明らかにされたわけで

す。 

 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

人情報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日以内に開示・不開

示の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。 

 

 
 

 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、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、情報公開法の第

５条で、開示請求に係る文書に不開示情報が記録

されていない限りは、「当該行政文書を開示しなけ

ればならない。」とされていますように、原則開示

であり、法に定める条件を満たすもののみが不開

示となります。 

 不開示情報としては、よくみられるものは「個

人情報」「法人情報」の２種類です。これらについ

ては後述いたします。 

 この他にも、ここに記載したようなものがあり

ます。 
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 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、

公務員の職務の遂行に係る情報であるときは、そ

の情報は国家公務員の氏名も含め、開示としてお

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（事業を営

む）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、第５条第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。 

 

 
 

 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明らかにし

ないで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、

その承認申請に係る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
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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、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20年度の厚生労働省本省全体の開示

請求は6,100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4,608件ありま

して、省全体の約80％に及ぶこととなります。 

 

 
 

 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。 

 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

90％近くを占めております。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。 その他の請求としては、化学物質毒性デ

ータの関係の請求、安全対策関係の請求などがあ

りました。 
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 実際に承認申請資料等の開示請求があった場

合、申請者である企業には「第三者」として対応

してもらうことになります。 

 このスライドでは、その際の事務処理の流れを

お示ししています。スライド上のピンクの項目が

第三者である企業の関与する部分です。 

① 開示請求書が提出されると、行政側で該当文

書を特定します。 

② 次にインタビューフォーム、添付文書、ラベ

ル等の公表文書を参考にしつつ、 

③ 厚生労働省側でマスク案を見え消しで作成し

ます。 

④ 第三者宛の意見照会通知を発出します。（情報

公開法では、第三者の権利利益の適正な保護と

いう観点から、意見書提出の機会の付与が規定

されています） 

 ○意見照会通知は、FAX 及び郵送で送付し、 

 ○マスク案がある場合は、郵送で一緒にマスク

案も送付しています。 

⑤ 照会通知を受けて第三者の方には意見書の提

出をしていただきます。（意見書の提出は、前述

のとおり、情報公開法で規定されているもので

す。） 

 

 
 

  

 ○ 意見書についてご注意いただきたいことを

申し上げます。 

 ○ 意見書は、マスク案への意見とは別に必要

です。マスク案に対する御意見がない場合も

送付してください。 

 ○ 意見書は、マスク案に対する意見ではなく、

開示そのものに対する意見なので、全開示し

ても問題ないという場合以外は基本的に「支

障あり」になると思われます。「支障なし」と

すると、規格や製造方法も含めて全部開示し

てよい、という意味になるので注意してくだ

さい。 

 ○ 意見書様式の２（２）の部分には「支障（不

利益）の具体的内容」とありますが、ここに

は例示したような簡易な記載のみで結構で

す。具体的な不開示希望箇所や不開示を希望

する理由、支障の具体的な内容については、

次にご説明するマスク案への意見の方に記載

してください。 

 ○ 意見書の提出は、照会日から一週間後を締

め切りとしています。 

⑥ 意見書と平行して、お送りするマスク案につ

いてご検討いただき、マスク案に対する意見の

提出をお願いします。追加マスクを希望する箇

所がある場合は、こちらの回答の方にその箇所

を示していただくとともに、具体的な理由を記

載して下さい。 

  承認申請書のみなど、資料の分量が少ないも

のは１週間を〆切とし、資料概要など資料が大

部の場合は２週間を目途に締め切りとしていま

す。最終的に開示請求から30日の期限内に間に

合う必要があるので、ご協力をお願い致します。 

⑦ 行政側で第三者の意見も考慮し、開示・不開

示部分を決定いたします。 

⑧ 開示・不開示部分が決定しましたら、開示決

定通知を発出します。（開示請求者、第三者） 

⑨ 開示請求者に実際に交付する黒塗り文書を作

成します。 

⑩ 必要に応じて、第三者に交付予定の黒塗り文

書の確認をしていただきます。 

  昨年８月頃より黒塗り文書を確認したいとの

ご要望がなくても、特に確認が不要と思われる

場合を除き黒塗り文書をお送りして第三者に確

認をしていただくようにしています。開示決定

通知書がお手元に参りましてから１週間前後で

お手元に届くと思いますので、確認依頼の文書

に記載した期限までにご確認の方御協力よろし
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くお願いします。 

  なお、これは決定したマスク箇所が実施用の

黒塗り文書に正確に反映されていることを確認

するための手続きです。黒塗りの確認の際に新

たにマスク箇所を追加することは原則としてご

ざいませんので、ご留意下さい。 

⑪ 開示の実施、つまり、実際に請求者に文書を

渡します。（通常は開示決定日から15日後以降と

しています） 

  なお、第三者の立場からみて、開示決定内容

に対して不服があるときは、第三者通知に記載

された開示を実施する日（開示決定日から15日

後）の前日までに開示決定処分の執行停止の申

立及び不服申立をしなければなりません。 

 

 
 

 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

たが、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。 
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 成分や製剤の有効性・安全性を確認するための

試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８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。法の施行後８年半を経た今でも、時折「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？」という問い合わせをいただくことがありま

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、他者から提出されて保有してい

る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
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不利益になるのかを理論的に明確に示していただ

けるとありがたいと思っております。例えば「公

開されていない情報だから」というのみでは必ず

しも不開示情報には該当しませんので、それを開

示することによってどのように企業の不利益にな

り得るのかをご説明いただきたいと思います。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。 

 また、平成19年度に答申のあった不服申立事例

なども踏まえ、添付文書等で一度過去に公表され

た情報であれば、現時点で公開されていなくても

非公開情報にはあたらないと判断することとなり

ますので、ご注意下さい。 

 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。 

 

 

 

 



―  ― 45

 
 

 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 新薬

審査部より、新医薬品の承認審査に係る最近の話

題、承認申請に関する注意事項等について説明い

たします。 

 

 
 

 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（以下、「PMDA」。）が設立されました。

PMDA では、医薬品の副作用や生物由来製品を介し

た感染等による健康被害の救済に関する業務、薬

事法に基づく医薬品や医療機器などの審査関連業

務及びその安全対策業務を行っています。 

 新薬の承認審査に関しましては、PMDA では厚生

労働省から委託を受けて、ここに示してあります

流れに沿って、審査及び調査の業務を一貫して行

い、審査専門協議等のプロセスを経て、審査結果

として取りまとめたものを厚生労働省に通知する

方式となっております。その後、薬事・食品衛生

審議会への諮問・答申を経て、厚生労働省の最終

判断後に承認されることになります。 

 

 
 

 これは、現在の PMDA の組織になります。 

 本年４月に、新薬審査の組織体制が変わってい

ますので、まず簡単に説明します。 

 現在、新薬審査を担当する部は、本年４月に「新

薬審査第５部」が創設され、７部となっています。

図で赤字になっている箇所は、本年４月以降に新

設された部等です。 

 

 
 

 これは、新薬審査の各部と担当分野との関係の

表です。 

6. 審査関連業務について 

-1 承認申請の記載に関する注意事項 

新薬審査部
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 本年４月より、抗悪性腫瘍薬分野を担当する「新

薬審査第５部」が新設され、第６－２分野が、新

薬審査第１部に、第４分野等が新薬審査第４部に

移されています。 

 

 
 

 新薬の承認審査自体の話に戻ります。 

 平成15年７月より、医療用医薬品のうち新医薬

品の承認申請資料については、コモン・テクニカ

ル・ドキュメント、CTD 様式による提出が求めら

れています。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。 

 

 
 

 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下さい。 

 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

ケースや、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

留意して下さい。 

 

 
 

 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、こちらもご参照下さい。 
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 CTD の臨床の項には、個々の臨床試験結果につ

いて十分な情報量が含まれるようにして下さい。

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下さい。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下さい。旧 GCP と新 GCP の試

験や、異なる副作用判定基準を用いている試験な

ど、異なる基準で副作用が収集されている場合に

は、それらの結果の統合解析を行うことは適切で

はありません。CTD では、有効性や安全性につい

て統合解析や層別比較などによる記載が中心にな

る印象を受けられているような話も伺いますが、

審査においてはまず個々の臨床試験結果が重要で

あることは従来と変わりません。 

 追加で実施する解析、いわゆる後付け解析は、

個々の臨床試験結果を補足する位置付けになりま

すので、誤解のないようにお願いします。有害事

象、臨床検査値異常変動といった安全性のデータ

の評価に際しても、個々の臨床試験結果が基本に

なります。 

 

 
 

 その他に留意すべき点として、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、新医薬品添加物審査用の資料は

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。 

 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下さ

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。 

 平成17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。 

 リストの一番上に記載されている「新医薬品の

製造販売の承認申請に際し、承認申請書に添付す

べき資料の作成要領について」は本年7月7日に一

部改正され、表題も変更されています。記載され

ているものは、変更後の表題です。改正の概要は、

通知の名称の変更の他に、CTD のモジュール1.13

に治験相談記録の写し、照会事項及び照会回答の

写し、並びに厚生労働省及び PMDA への提出資料の

写しを添付することとなったことです。 

 これらの CTD 関連通知については、PMDA の ICH

情 報 が 掲 載 さ れ て い る ホ ー ム ペ ー ジ の

Multidisciplinary の部分に Q&A も含めた電子フ

ァイルが掲載されています。また、今後も追加の

Q&A などが出されると思いますので、適宜ご確認
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下さい。 

 
 

 平成17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、PMDA 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

増えつつあるものの、経験のある企業はまだ少な

い状況です。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、PMDA も企業の方々も eCTD に関する経験

が積み重ねられると思います。 

 

 
 

 次に、eCTD に関する昨今の進捗を皆様にご報告

いたします。 

 まず、eCTD の提出状況ですが、2005年4月から

2009年7月31日までに、参考提出も含めて124件と

なっております。 

 eCTD につきましては、eCTD 提出時の取扱いの変

更により、eCTD 正本で申請をした場合には、紙の

副本を提出する必要がなくなりました。これによ

り、申請者にとって eCTD 正本提出のメリットが増

え、今後の更なる eCTD 正本による申請の増加に期

待しています。 

 「eCTD 通知」及び「eCTD 作成要領通知」の改正

が、厚生労働省の審査管理課より、本年の7月7日

に通知されました。内容は、ICH 最新ガイドライ

ンの反映、CTD 通知の改正に対する対応となって

います。 

 また、これまで閲覧専用だった PMDA 内の eCTD

ビューアシステムに、メモや目印を付与して共有

したり、付けたコメントを検索したり一覧出力す

る機能を追加しました。紙資料と近い形での審査

を可能としたことで、紙資料の一層の削減や、審

査の効率化につなげたいと考えております。 

 なお、審査員が eCTD を閲覧する環境を知りたい

とのご要望にお応えするため、PMDA のホームペー

ジから eCTD オフラインビューアを入手可能にい

たしました。また、審査員の eCTD 閲覧環境につい

て、最新の情報を公開しております。詳しくは、

PMDAのeCTD国内情報提供ページをご参照下さい。 

 PMDA においては、eCTD による審査の経験を積み

重ね、より効率の良い審査ができる環境を整備し

ているところにあります。また、申請者側におい

ても eCTD 申請に係るノウハウの蓄積をはかって

いただくことによって、承認申請の更なる効率化

が図れる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、最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、原薬及び

製剤の製造方法の記載に関する事項です。 

 これまで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
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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最終的な品

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。 

 

 
 

 次に、品質スライド（１）で述べました製剤の

製造方法の記載に関連する、製造方法の開発に関

する事項です。平成18年9月1日に製剤開発に関す

るガイドライン（ICH-Ｑ8）及び品質リスクマネジ

メントに関するガイドライン（ICH-Ｑ9）が発出さ

れました。Ｑ８ガイドラインでは、製剤の品質保

証について、規格試験という形で最終的な保証を

行うことのみならず、製剤開発において製造工程

全般を通じて品質を製品の中に作り込むことを提

唱しており、最近ではこの考え方を取り入れた医

薬品の承認申請も多く見られるようになってきま

した。また、Ｑ９で提供されているリスクマネジ

メントに対する体系的なアプローチを利用し、企

業における品質管理手法に対する科学的知識を体

系化して、企業側と審査側の製造管理に対する相

互理解を促すためのツールとして活用される例も

出てきています。現在 ICH では医薬品品質システ

ムに関するガイドライン（Ｑ10）、及びＱ８本文で

述べられている主要な概念を詳しく解説した製剤

開発補遺（Ｑ8 (Ｒ)）、さらに、Ｑ８、Ｑ９及びＱ

10に関する Q&A も Step4に達しており、今後本邦

でも取り入れることが予定されていますので、こ

れらの動向について皆様もご留意いただきたいと

思います。今後、医薬品の開発及び製造管理につ

いて企業側と審査側でより多くの対話と相互理解

が進むことが期待されます。 

 

 
 

 次に、一部変更承認申請の審査期間に関する事

項です。 

 平成21年5月22日付で発出された「医療用医薬品

の承認事項一部変更承認申請に係る標準的事務処

理期間の取り扱いについて」では、いわゆる事務

局審査の対象となる一変申請の一部の審査期間を

中央値として６カ月とすることとしています。該

当する一変は製造方法欄の変更、並びに規格及び

試験方法、又は貯法及び有効期間の変更ですが、

記載整備後既に製造方法に係る審査を受けている

こと等の条件がありますので、ご確認下さい。ま

た、この通知を適用して一変申請を行う場合、GMP

調査申請を一変申請とほぼ同時に行っていただく

必要がありますので、GMP 実地調査が可能となる

時期も考慮の上、一変申請を行っていただきたい

と思います。 
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 次に、薬局方テキストの相互利用に関する事項

です。平成21年5月26日に、薬局方テキストを ICH

地域において相互利用するための評価及び勧告に

関するガイドライン、ICHQ4B が発出されました。

これは、日本薬局方、米国薬局方及び欧州薬局方

のテキストを相互利用するための条件を提示する

ものであり、個別に付属書として示される事項別

文書に従うことにより、各極での承認申請等に際

し一般試験法等を相互に利用することが出来るこ

とを示したものです。各地域での施行に関する勧

告は、各事項別付属文書に記述されている「施行

に当たっての留意事項」で示され、例えば各地域

特有の情報を特定することによりそれぞれの薬局

方での相互利用できる範囲が明示されるなどとな

っています。第一弾として強熱残分に関する事項

別付属書が発出され、また、Q＆Aにより、本邦で

の承認申請に際しどのような利用が可能である

か、また申請書への記載方法等が解説されており

ますので、海外薬局方テキスト利用の際にはこれ

らガイドライン、付属書及び Q&A を参照していた

だきますよう、お願いいたします。 

 

 
 

 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、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ます。様式１は「一般

名、効能効果、生物由来原料又は材料の使用の有

無」等について記載していただくもので、様式２

では、各生物由来原材料の具体的な管理方法を記

載していただきます。なお、提出については審査

担当者から適切な時期に依頼があります。 

 

 
 

 様式２で記載いただく内容で特にご留意頂きた

い点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」には、

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。また、

動物種、使用部位についても記載をお願いいたし

ます。 

 「スクリーニング・管理の内容」には、由来と

なる人･動物等のスクリーニング・管理方法を記載

して下さい。 

 「ウイルス等の不活化及び除去処理等の内容」

には、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を記載して下さい。 

 「製造工程の概要」には、製造工程の概要をフ

ローチャートで示し、ウイルス不活化及び除去処

理に下線を付して下さい。 

 ウイルスクリアランス試験を実施した場合は、

「ウイルスクリアランス試験結果の概要」に、そ

の結果を記載して下さい。なお、ウイルスクリア
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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。 

 生物由来製品の指定審査資料についての説明は

以上です。 

 

 
 

 次に、生物由来原料基準に関する平成21年３月

27日付けの事務連絡についてです。 

 従来より、基準において定められている事項に

合致しないものをやむを得ず使用する場合には、

薬事・食品衛生審議会において個別製品ごとにリ

スク評価を行い、その妥当性を判断した上で、承

認書に記載し、添付文書において情報提供を行う

ことで使用可能としてきたところです。今般、遺

伝子組換え医薬品のマスターセルバンクやワクチ

ンのマスターシードなどにおける使用に関するリ

スク評価の事例が蓄積され、極めてリスクが低い

ことが確認されたことから、スライドに示します

（1）～（6）の条件を満たす場合には、承認書に

記載した上で使用可能とし、添付文書での情報提

供措置は求めない、ということになりました。な

お、条件に合致するかどうかの判断に際しては、

審査を行いますので、該当すると考えられる場合

には、事務連絡の条件を満たすことを示す資料を

ご提出下さい。 

 

 

 

 次に、同じく生物由来の原材料に関する事項で

すが、 

 基準に規定する「原材料」の取扱いに関して、

例１～３に示しましたような「原材料」の製造工

程に用いられるものについては、医薬品等の出発

原材料とまではいえないことから、例１～３又は

それに準ずるものは、基準に規定されている原材

料に該当しないこととされました。 

 

 
 

 次に、生物製剤等の申請区分に関する事項です。 

 生物製剤等の製造方法の変更に係る区分とし

て、（10－２）、（10－４）がございます。該当する

品目として、生物学的製剤基準収載品目、組換え

DNA 技術応用医薬品、細胞培養医薬品、その他の

バイオテクノロジー応用医薬品や、人尿由来製品

やヘパリンなどの生物起源由来製品があり、これ

らの品目において、申請書に【製造方法】欄が立

てられる場合には、（10－２）又は（10－４）とな

りますので、ご注意下さい。 

 なお、これらの品目では、【製造方法】の変更毎

に、同等性/同等性評価の必要性、ウイルス不活化

への影響を評価することの必要性を判断しなけれ

ばなりませんので、（10）又は（10－３）で申請さ

れますと、仕分けの段階で【製造方法】に変更が

あることの把握が遅くなり、全体として審査の遅

延を招く可能性もあります。 
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 次に、バイオ医薬品の製造方法変更に係る対面

助言に関する事項です。 

 バイオ医薬品の製造方法変更に係る対面助言

は、原則として、バイオ品質分野の品質相談にお

申し込みいただきたいと思います。臨床試験等に

係る対面助言の相談事項の一つとしてもかまいま

せんが、他の相談事項の分量も考慮し、十分な議

論ができる範囲でお願いします。これらについて

不明な場合には、事前面談を利用することをお勧

めします。 

 なお、製造方法変更に係る対面助言の資料作成

に際しては、変更前後における製造方法の違いや

特性解析結果等が対比できるよう、わかりやすく

まとめて下さい。また、複数ロットの成績を図や

チャートなどを用いて示し、ロット間差について

も説明して下さい。同等性の適合基準が定められ

ている場合には、その設定根拠も示していただく

必要があります。 

 

 
 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、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

していただきますようお願いいたします。また、

公表論文等を引用して説明されている薬理作用に

つきましては、生データが担保された評価資料で

はありませんので、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。 

 

 
 

 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。 
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 このスライドは、活性代謝物に関するものです。 

 薬物によっては代謝物が有効性に寄与する場合

があります。またその活性代謝物が未変化体と異

なる薬理作用を示すこともあります。このような

場合、原薬を経口投与した後の作用を説明するだ

けでは不十分であり、経口投与したときの薬理作

用が何に基づく作用なのか、薬物動態及び活性代

謝物の薬理作用から説明する必要があります。特

に、ヒトと動物で薬物代謝に種差がある場合は、

ヒトにおける活性代謝物の薬理作用及び臨床用量

における薬物動態から、臨床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と

安全性薬理試験で認められた事象に関連性が示唆

される場合は、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。 

 薬理に関する説明は以上ですが、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、最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いたします。 

 

 
 

 次に、薬物動態について照会事例を交えてご説

明します。 

 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

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



―  ― 54

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、ファーマコキネティックス、

ファーマコディ(ダイ)ナミックス（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、申請品目の薬効と最も相関

する薬物動態パラメータが AUC/MIC や Cmax/MIC

などといった PK/PD パラメータのいずれに該当す

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『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ケース

バイケースの対応を求めた例を紹介します。 

 本薬はチトクローム P450（CYP）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 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。 

 申請者より提示された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。 
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 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。 

 最後に、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最近の動向について

説明します。 

 

 
 

 非臨床安全性に関わる ICH のトピックの進捗状

況を説明します。 

 まず、「非臨床試験の実施時期」の見直しについ

ては６月の横浜会議で合意され、現在、改正ガイ

ドラインの通知発出の準備を進めています。 

 「遺伝毒性試験」および「抗がん剤の非臨床安

全性試験」に関するトピックは、ステップ４に向

けての作業が進められ、間もなく合意される予定

です。 

 また、昨年６月の ICH 会合において「バイオ医

薬品の非臨床安全性評価」の見直しが新たなトピ

ックとして採択され、ステップ２文書案の作成が

進められています。 

 今後とも、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。 

 次に、今般ステップ４に到達したＭ３について

概要をご説明します。 

 

 
 

 Ｍ３ガイダンスとは、「臨床開発の各段階を実施

するために必要な非臨床安全性試験の範囲とタイ

ミングを規定」するものです。 

 1997年に最初のガイダンスが出され、その３年

後に１回目の改訂がなされています。国内では、
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それに対応して平成10年及び平成12年にガイドラ

インが通知されています。 

 本年６月での ICH 横浜会合において２回目の改

定についてステップ４の合意に達しましたので、

その要点を説明いたします。 

 

 
 

 今回新たに追加された項目について示します。 

 ここに示した試験については、これまで実施時

期についての取り決めがありませんでしたが、ほ

とんどの試験について、原則として第Ⅲ相試験ま

でに実施することで良いことが確認されました。 

 しかし、配合剤については配合成分の臨床での

開発ステージや併用経験等に応じて、ケースごと

に必要な毒性試験の実施時期を決めることになり

ました。 

 なお、第Ⅰ相試験前に実施される早期探索的臨

床試験については、後ほど説明します。 

 

 
 

 次に、今回見直しがなされた項目について示し

ます。 

 TK 及び PK については、in vitro の代謝研究が

第Ⅰ相試験前に実施されることになり、それに伴

って、これまで、第Ⅱ相試験前までの実施が求め

られていた ADME 試験がⅢ相試験前まででよいこ

とになりました。また、薬物相互作用については

第Ⅲ相試験前までの実施とされました。 

 局所刺激性については、誤って暴露を受ける経

路についての規定がありませんでしたが、第Ⅲ相

試験前までに検討することで合意されました。 

 急性毒性及び生殖発生毒性試験については次に

説明します。 

 

 
 

 今回の主な改定ポイントとしては、この３点が

挙げられます。 

 まず、今回新たに加わった、早期探索的臨床試

験です。 

 開発医薬品の効率的なスクリーニングのために

は、より早い段階でヒトに候補化合物を投与する

臨床試験の実施が求められています。 

 今回の改訂では、この早期探索的臨床試験につ

いて、マイクロドーズ試験や米国の探索型 IND 試

験を参考にして、５つのアプローチが示されまし

た。 

 ガイダンスでは各々のアプローチについて必要

となる非臨床試験の範囲を示し、臨床初回用量と

最高用量について規定されています。 

 次に、急性毒性試験です。 

 これまで、急性毒性に関する情報は、単回投与

毒性試験から得られてきましたが、ヒトでの過量

投与時の影響は毒性試験の用量設定試験などから

情報が得られることから、単回投与試験の単独で

の実施は推奨されないことが規定されました。ま

た、急性毒性の評価では、致死性を評価指標とす

べきでないとされ、これらの改定は動物愛護の考

えに沿うものです。 

 また、急性毒性に関する情報は、過量投与の危

険性が高い患者集団の外来での臨床試験を行う場

合を除いて、第Ⅲ相試験までに入手すべきとされ

ています。 

 妊娠可能な女性の臨床試験への組入れに必要な
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生殖発生毒性試験については次に示します。 

 

 
 

 表に示しましたように、出生前・出生後試験を

除いて、妊娠可能な女性の組入れに必要な生殖発

生毒性試験の実施時期は、これまで３極で隔たり

がありました。 

 雌受胎能試験については、今般、日本製薬工業

協会と国立医薬品食品衛生研究所が共同で実施し

たバリデーション試験によって、２週間の反復投

与試験での組織検査によって、雌生殖器への影響

を評価できることが確認され、この成績に基づい

て日本も第Ⅲ相試験までの実施を認め、欧米との

調和が図られました。 

 また、胚・胎児試験については、日本及び EU

ともに、原則として妊娠可能な女性の組入れ前ま

での実施を求める立場に変更はありませんが、特

定の条件下においては胚・胎児試験の完了前に臨

床試験への組入れを認めることに合意しました。 

 以上のように、ICH の合意を受けて、国内にお

いては、ガイドラインの改正を行い、現在、通知

発出の準備を進めています。 

 非臨床安全性に関する内容は以上です。 

 

 
 

 続いて、医薬品新添加物の審査については、昨

今いくつかの変更点がありましたので、ご説明さ

せていただきます。 

 

 
 

 医薬品添加物の取り扱いは平成17年の局長通知

「医薬品の承認申請について」にも記載があるよ

うに「既承認医薬品等の添加物として使用前例の

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、当該添加物の品質、安全性等に

関する資料を併せて提出することを必要とする」

とされていますが、この使用前例の考え方につい

ては、既承認医薬品等における使用実態を踏まえ

て判断することが必要と考えられます。 

 なお、機能性を有する添加物等で個々の製剤の

限定された条件下においてのみ使用が許可された

添加物については、一般的な使用前例として取り

扱うことができません。また、エイズ関連医薬品

の場合、添加物は使用前例となりませんのでご注

意下さい。詳細については、平成21年６月の事務

連絡で通知したように、総合機構のホームページ

において情報提供することといたしました。 

 

 
 

 また、新添加物の審査体制の一部変更が行われ、

これにより、新添加物の審査・相談に関する対応
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窓口等が変更になりましたので、ご説明させてい

ただきます。 

 従来の審査体制では、新薬、後発医療用医薬品・

一般用医薬品あるいは地方承認品目の添加物審査

資料は各担当部の副主任を通じて「新添加物チー

ム」が一括して受け取り、その後は審査・相談全

てを新添加物チームで対応しておりました。つま

り、申請担当者との窓口は新添加物チームの担当

者であります。 

 

 
 

 新しい体制では、新添加物の審査・相談は製剤

を審査する担当審査部・審査チーム毎に行うこと

といたしました。これは近年の添加物には製剤の

有用性等を左右するようなものが増えてきたた

め、製剤全体での審査の中で新添加物についても

評価し、製剤と添加物の審査の流れを一元化すべ

きという考え方に基づいたものです。これにより、

審査・相談の窓口は新添加物の含まれる製剤の審

査チームの担当者となります。今後、照会事項等

の回答の提出先については、照会の送付元となる

ので、回答等提出の際は送付元を確認の上、間違

いのないようにご提出下さい。 

 

 
 

 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」が図られているか 

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、データの性質など事情が異なる点も

ありますので、治験相談をご利用いただければと

思います。 

 

 
 

 臨床分野の承認申請資料のまとめ方について説
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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

下さい。特に、引用文献の質に注意を払って下さ

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

場合申請者側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下さい。 

 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

味して下さい。少数ですがとても読めないような

機械訳の資料のため、「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

て下さい。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

けて下さい。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、ご留意下さい。 

 

 
 

 次に、臨床関連の事項についてご説明します。 

 審査報告書と申請資料概要は原則として公表さ

れます。インターネット上で審査報告書を実際に

ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。 

 承認申請資料、概要等のまとめ方のポイントと

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、安全性の解釈が客観的・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

て下さい。 

 情報公開に消極的な傾向が企業の一部に見られ

ます。審査報告書が知的所有権、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

ば安全性、有効性に関するマスク要求などは差し

控えて頂きますようお願いします。 
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 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、PMDA 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

て説明していただきたいと思います。 

 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きたいと思いま

す。 

 

 
 

 次は、昨年度の講習会で説明しましたが、『新医

薬品承認審査実務に関わる審査員のための留意事

項』について再度説明します。 

 

 
 

 昨年、平成20年4月17日に、『新医薬品承認審査

実務に関わる審査員のための留意事項』を公表い

たしました。 

 詳細は、こちらの web アドレスで公開しており

ます。この文書の目的は、PMDA で新医薬品承認審

査実務に携わる上での基本的姿勢を示し、当該実

務における主要な留意事項を明確にすることによ

り、PMDA の審査員の意識等の統一を図ることで

す。 

 当該事項は、チーム審査を実施する全ての新医

薬品を適用範囲としておりますが、あくまでも、

一般的に考えられる基本的事項を示すものであ

り、希少疾病用医薬品又は既存治療が確立してい

ない重篤な疾患領域の医薬品等では、個々のケー

スで判断すべき事項も数多く存在すると考えてお

ります。 

 

 
 

 承認可能な医薬品の一般原則としては、簡単に

まとめると、このスライドで示す主に5つのポイン

トがあると考えております。すなわち、①資料の

信頼性、②臨床試験デザインの適切性、有効性の

統計的検証、③結果の臨床的意義、④リスクの許

容可能性、⑤品質の維持等について十分に検討さ

れ、適切なデータが承認申請資料において提示さ
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れることが必要と考えております。 

 

 
 

 公表している文書には、留意事項をより概念的

かつ視覚的に理解するために、ここに示しますよ

うな図も含まれております。 

 この図は、試験デザイン、資料の信頼性、有効

性のエビデンス、結果の再現性、リスク／ベネフ

ィットの評価といった承認の可否を判断するため

に必要なカテゴリーを横にならべ、要求レベルに

対して提出された資料のレベルがどの程度にある

かを視覚的に理解するために作成したもので、上

側を100%、下側を０％とし、その間の任意の位置

にマークすることを想定しています。 

 例えばこの例の場合には、有効性、特に海外デ

ータの利用や外挿性について懸念があり、有効性

の評価に関する点が、承認の可否を判断する上で

最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

を行い、承認の可否を早期に判断するために利用

したいと考えております。 

 PMDA では、この文書の内容を全審査チームへ周

知し、審査チームでの判断に役立ております。 

 

 
 

 これ以降は、ここにある最近の話題等に関する

こと、４つについて説明します。 

 

 
 

 まずは、PMDA では、ドラッグラグ2.5年を平成

23年度までに短縮するとの目標に向け、その一環

として、平成21年度より事前評価相談（開発段階

から、品質、有効性及び安全性に関する評価を行

うための相談として事前評価）を実施することと

しました。本年度は通常の審査に支障のない範囲

でパイロット相談として実施し、実施上の留意点

や審査業務の効率化への寄与等を検討することと

しています。 

 

 
 

 次に、PMDA では、円滑な審査を行うために、適

切なタイミングで申請者との間で審査の進行に関

わる情報を共有することといたしました。共有す

る情報をまとめて示したのがこのスライドです。 

 医薬品の審査プロセスは、申請前相談から始ま

り、承認申請、初回面談、専門協議、部会及び分

科会といった複数の過程から成り立っております

が、基本的には検討に時間を要するような課題に

ついては、可能な限り審査プロセスの早期にお伝

えをして、十分な検討を行なえるよう考慮したい

と考えております。 

 例えば、明らかに承認できないような問題があ
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る場合には、申請前相談の時点でお伝えをし、必

要な検討を速やかに行なった上で申請していただ

きたいと考えています。また、販売名を変更する

必要性につきましても、初回面談の時点など、で

きるだけ早期にお伝えをして、専門協議の時点ご

ろまでには問題を解決したいと考えております。 

 その他、照会事項送付予定や審査順位等の審査

の進捗状況につきましても、定期的にお伝えをし

て、適切な社内体制の構築に役立てていただきた

いと考えております。CTD につきましては、これ

まで適宜改訂していただいておりましたが、今後

は、原則、部会前に1回のみ改訂していただくこと

とし、追加で必要な情報等につきましては、適宜

回答の中に含めていただきたいと考えておりま

す。その他、試行的ではありますが、分科会以降

の段階では、より合理的で今後の審査等に資する

ため、必要に応じ審査時における課題等について

意見交換する場を設けていきたいと考えておりま

す。 

 

 
 

 続いての事項は、ゲノム薬理学関連の最近の取

組みとして、２つの事項を説明させていただきま

す。 

 １つ目は、ICH E16ガイドラインとして検討を進

めてまいりました薬物応答と関連するゲノムバイ

オマーカーの案が合意に達し、平成21年７月31日

に公表されました。このガイドラインの目的は、

医薬品開発に関連したゲノムバイオマーカー適格

性確認のための資料を当局に提出する際の様式を

統一し、重複した作業を軽減することにあり、ゲ

ノムバイオマーカーに関する規制当局間での検討

を促進することにもつながると考えております。

今後、パブリックコメントの結果を踏まえて検討

し、来年夏ごろには最終化する予定です。 

 ２つ目は、PMDA の対面助言制度の一つとして、

平成21年４月から、ゲノム薬理学・バイオマーカ

ー相談という制度を新設いたしました。この制度

は、現在既に欧米規制当局で実施されております

バイオマーカーに関する相談制度と同様のもので

あり、医薬品開発におけるゲノム薬理学、バイオ

マーカーの利用に関する一般的な考え方、個別品

目の評価とは関係しないデータの評価や解釈につ

いて、指導及び助言を行うものです。先ほどお話

しいたしました ICH E16ガイドラインは、この相

談のための提出資料を規定することになると考え

ております。 

 

 
 

 最後の事項は、バイオ後続品についてです。 

 まず、「バイオ医薬品とは・・・」ということで

ございますが、国内で既に新有効成分含有医薬品

として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品

（以下「先行バイオ医薬品」という。）と同等／同

質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、

異なる製造販売業者により開発される医薬品のこ

とで、一般に品質、安全性及び有効性について、

先行バイオ医薬品との比較から得られた同等性／

同質性を示すデータ等に基づき開発できることと

されています。 

 なお、ここでいう同等性／同質性とは、先行バ

イオ医薬品に対して、バイオ後続品の品質特性が

まったく同一であるということを意味するのでは

なく、品質特性において類似性が高く、かつ、品

質特性に何らかの差異があったとしても、最終製

品の安全性や有効性に有害な影響を及ぼさないと

科学的に判断できることを意味します。 

 バイオ後続品の開発では、複数の機能部位から

構成されるといった複雑な構造、生物活性、不安

定性、免疫原性等の品質特性から、化学合成医薬

品と異なり先行バイオ医薬品との有効成分の同一

性を実証することが困難な場合が少なくなく、基

本的には後発品と同様のアプローチは適用できな

いと考えております。 
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 こちらが本年の３月４日に発出されましたバイ

オ後続品に関する４通知になります。 

「バイオ後続品の承認申請について」 

 （平成21年３月４日付薬食発第0304004号） 

「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のた

めの指針」 

 （平成21年３月４日付薬食審査発第0304007号） 

「バイオ後続品に係る一般的名称及び販売名の取

扱いについて」 

 （平成21年３月４日付薬食審査発第0304011号） 

「バイオ医薬品の承認申請に際し留意すべき事項

について」 

 （平成21年３月４日付薬食審査発第0304015号） 

 

 
 

 これは昨年の公定書協会の講演会で山口照英先

生が使われたスライドですが、先ほどのスライド

で示しました一般原則を図で示した形になりま

す。 

 
 

 最後に、パブリックコメントを踏まえた注意点

をのべさせていただきます。 

 「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保の

ための指針」の通知にかかれておりますとおり、

バイオ後続品は部会報告品目となります。 

 また、CTD 様式で申請していただく必要がござ

います。なお、品質特性に関する同等性／同質性

の評価試験結果等につきましては、該当場所がご

ざいませんので、Q&A 等で記載場所をお示しでき

ればと考えております。 

 海外データの使用は、通常の医薬品申請と同様

でございます。 

 当面、該当する効能を担当する新薬審査部とバ

イオの品質を担当しております生物系審査第一部

との合同で審査をすることになっております。 

 なお、バイオ後続品に関する対面助言の申し込

みに際しては、事前相談を利用して、担当部と相

談内容を踏まえ、相談枠の確認をしていただくこ

とが有用かと存じますので、よろしくお願いいた

します。 

 

 
 

 ここで、管理者講習会の前にご質問いただいた

事項について、回答させていただきます。 
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 ここからは、お手許の資料から追加されたもの

になりますので、ご注意下さい。 

 

 
 

 CTDのModule 1.13.4に機構や厚生労働省へ提出

した資料を加えることになりましたが、どのよう

な資料を添付するのか、というご質問がありまし

た。 

 Module 1.13.4に添付する資料は、審査や承認の

判断に必要な資料で、CTD 以外に保存するところ

がない資料を添付して下さい。 

 

 
 

 具体例を挙げておきますが、ここに記載されて

いない資料については、審査チームへお問い合わ

せ下さい。 

 

 
 

 eCTD の改訂に対する考え方のご質問がありま

した。 

 この場合は、専門協議前に CTD の Module 1.13

に機構との照会回答のやりとりを反映させる CTD

の改訂を可能な限り行って下さい。また、医薬品

部会の前に審査を踏まえた CTD の全面改訂をお願

いします。仮に、薬食審の議論を踏まえ、CTD が

更に改訂された場合は、機構で最終的な CTD を保

管するために最終版の eCTD の提出にご協力下さ

い。 

 

 
 

 次は、eCTD を利用した場合について、機構への

提出資料に関するご質問です。 

 eCTD を正本とした場合であっても、審査チーム

用、専門協議用、薬食審用の資料として、紙で CTD

の第1部及び第2部のご提供をお願いします。また、

新添加物等は別途の資料を提出していただいてい

るものは、別途提出が必要です。 
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 最後に、eCTD 正本を利用した場合における紙の

審査用資料について、eCTD をそのまま打ち出した

ものが使えるかというご質問がありました。 

 この場合、PMDA の審査用資料については、各パ

ートの表紙及び Module 2.1を新たに作成して提出

していただく必要はありません。ただし、その他

のパートの目次は、審査資料の閲覧性という関係

から、目次を作成して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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 まずは医療用後発医薬品の審査業務についてで

す。 

 

 
 

 本日は、スライドに示しておりますとおり、７

項目について説明いたします。 

 

 
 

 まず、１項目目、医療用後発医薬品の承認申請

及び審査の概要・流れについて説明いたします。 

 

 
 

 はじめに、後発医薬品の承認申請要件について

後発医薬品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で

ないこと。補足しますと、効能や効果に係る再評

6. 審査関連業務について 

-2 承認申請の記載に関する注意事項 

一般薬等審査部
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価指定中の場合は、申請自体が認められないわけ

ではありませんが、通常の後発医薬品の承認申請

で求められる資料に加え、再評価申請と同等の資

料が必要になりますのでご注意下さい。 

 

 
 

 後発医薬品に該当する区分について本年３月４

日付薬食発第 0304004 号通知で、こちらに示す区

分に変更になりました。 

 剤形追加に係る医薬品は７の２から８の２に、

その他の医薬品（再審査期間中でないもの）は９

の３から 10 の３に、その他の医薬品（10 の３の

場合であって、生物製剤等の製造方法の変更に係

るもの）は９の４から 10 の４に変更なりましたの

で、ご注意下さい。 

 

 
 

 主な承認要件につきましてはテキストの記載内

容をご確認下さい。 

 

 
 

 次に、後発医薬品の承認審査の流れを示してお

ります。ご参考にして下さい。 

 

 
 

 総合機構内の後発医薬品の承認審査に係る担当

部署について、スライドに示すとおりとなってい

ます。 

 

 
 

 続きまして、２項目目、名称・販売名について

説明いたします。 
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 販売名には、有効成分の一般的名称を使用して

下さい。なお、その際には塩やエステル部を省略

しないようご注意下さい。 

 複数の含量や濃度又は容量を有する注射剤につ

いては、１承認中に１つの含量や濃度又は容量に

なるよう承認申請を切分け、各々の品目に含量や

濃度又は容量を付けて下さい。また、販売名に意

味の明確でないアルファベット等の記号を付与し

ないようご留意下さい。 

 複数の有効成分を含む配合剤は、配合錠や配合

顆粒として下さい。 

 

 
 

 ブランド名で承認を受けている後発医薬品の剤

型違い、含量違い製剤等を申請するに当たっては、

出来る限り一般的名称を使用した販売名とできな

いかご検討下さい。併せて、既に承認を受けてい

る後発医薬品のブランド名についても、一般的名

称に切替えることをご検討下さい。 

 承認申請者と異なる別法人の「屋号（会社名等）」

を用いることについてですが、使用することは可

能です。ただし、申請時に、屋号の使用に関する

契約書等の写しを提出して下さい。 

 

 

 
 

 続きまして、３項目目、製造方法欄の記載につ

いて説明いたします。 

 

 
 

 記載の仕方については、スライドに示した通知

の記載例を参考にして下さい。 

 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

て記載して下さい。 

 また、原則として、製造所毎に１つの連番で括

って下さい。なお、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。ただし、試験のみを行

う製造所は独立して記載しないで下さい。 

 また、製造工程全体の流れ図、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

付して下さい。 

 製造方法の記載の考え方については、平成 20

年５月 20 日付け審査管理課事務連絡を参考にし

て下さい。 
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 次に、特定の原薬に係る製造方法の記載簡略化

について、本年３月４日付薬食審査発第 0304018

号通知が発出されましたので説明いたします。対

象成分は、平成 19 年３月 30 日付薬食安発第

0330007 号通知における第三類医薬品に該当する

有効成分のうち、製造方法等も考慮した上で、特

にリスクが低いと考えられる別添１の有効成分に

なります。例えばアスコルビン酸やグルタミン酸

等が該当します。記載方法の詳細は通知を参照し

て下さい。 

 

 
 

 原薬の変更等、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、

又一変申請の場合は、審査終了時期の延長に繋が

りますのでご注意下さい。承認取得後に一変申請

又は軽微変更届にて対応することを検討して下さ

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。 

 また、許可に関する情報は、誤った情報が記載

されていると承認施行できませんので、申請時お

よび差し換え時には再度確認して下さい。 

  

 
 

 承認申請後（審査中）に、新たな製造所の追加

や製造方法の変更が発覚し、取り下げや承認が遅

れたケースがあるため注意して下さい。ここに実

例を示します。 

１．原薬製造業者と製造販売承認申請者間での連

絡不足のケース 

２．適合性調査において原薬の供給先が異なるこ

とが発覚したケース 

 いずれの場合も新製造方法或いは申請書に記載

された製造所による原薬を用いた製剤を再製造し、

その製剤での申請資料の再提出等を求めました。 

 このケースに限らず、申請時には原薬の製造方

法や製造所について新たな資料の提出を求められ

ることがないか承認書の記載について必ず確認す

る必要があります。 

 

 
 

 続きまして、４項目目、添付書類等について説

明いたします。 
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 まず、規格及び試験方法に関する資料の取扱い

についてです。改めて申し上げることでもないか

と思いますが、規格及び試験方法に関する資料と

は、実測値と、分析法バリデーションに関する資

料のこととなります。その際、実測値については、

原則、３ロット３試料の結果を提出して下さい。

不純物及び残留溶媒に関しましては、規格の設定

の有無に関わらず、必ず資料を提出して下さいま

すよう、お願いいたします。 

 

 
 

 次に、新規申請時における留意点を挙げました。 

 まず、日局及び局外規の原薬については、資料

の提出を要しませんが、それ以外の原薬について

は、製剤の申請時に原薬の実測値（原則、３ロッ

ト３試料）及び分析法バリデーション結果を必ず

添付して下さい。 

 日局品であっても、「別に規定」する部分は、試

験方法の設定の有無に関わらず資料の提出が必要

となります。 

 複数の製造所で製造された原薬を使用する場合

は、主要な製造所で製造された原薬に関する資料

を提出して下さい。 

 製剤について、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製剤に関する

資料を提出していただきますよう、お願いいたし

ます。 

 次に、一変申請時の規格及び試験方法の資料提

出における留意点です。 

 まず、製造方法のみの変更の場合、原則、実測

値の提出は不要となります。 

 原薬及び製剤の規格及び試験方法を変更する場

合は、変更に係る実測値の提出が必要です。ただ

し、原薬の変更においては、製剤の実測値の提出

は要しません。 

 また、原薬又は製剤の規格及び試験方法を削除

する一変申請の場合は、実測値の提出は不要です

が、削除の理由を説明した資料の提出は必要とな

りますのでご注意下さい。 

 

 
 

 原薬に関する資料は、原則、製造販売承認申請

者が提出して下さい。また、資料を省略する場合

は、申請時にその根拠となる資料を提出して下さ

い。さらに MF添付資料を利用する場合は、申

請時の添付資料にその旨記載して下さい。 

 原薬の類縁物質や残留溶媒に関する資料は、規

格の設定の如何に関わらず、必ず提出して下さい。 

 申請時に未提出のケースが多く認められるため、

今後申請要件を満たしていないものとして取り下

げ等の対象となったり、審査が滞る場合があるの

で十分に注意して下さい。 
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 製剤に関する資料はスライドに示した点にご留

意下さい。申請製剤の製造年月日、製造スケール、

製造場所等の情報を必ず明記して下さい。 

 規定した各試験方法の設定根拠及び規格値等の

妥当性については、種々の検討結果を基に具体性

のある説明をして下さい。 

 定性・呈色反応、TLC の結果は写真を添付して

下さい。 

 クロマトグラフィーのチャート等、試験日やチ

ャート番号が印字された機器測定結果は、試験日

やチャート番号等確認できるよう加工せず適切に

取り扱って下さい。 

 計算により結果が得られるものについては、計

算例を示して下さい。 

 分析法バリデーションについては、ガイドライ

ンで求められている評価を行い、その結果を提出

して下さい。 

 添付資料を省略する場合、理由及び妥当性の説

明を行って下さい。 

 以上に関してこれら添付資料が、申請時に理由

なく提出されていない場合には取り下げ等の対象

となるため注意して下さい。 

 

 
 

 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。 

 安定性に関する資料は、申請区分に応じた資料

を提出して下さい。提出を要しないとされた場合

についても、確認するべきものについては、適切

に収集して下さい。特に、長期安定性試験につい

ては、承認後も適切に確認して下さい。また、成

分及び分量又は本質欄の変更に関しては、平成 20

年１月９日付薬食審査発第 0109005 号通知の対象

外となっており、これらの変更に関しては安定性

試験の結果は従来通り必要となりますのでご注意

下さい。 

 次に、申請区分での、安定性試験の引用通知の

違いを説明します。申請区分 10 の３及び申請区分

８の２の含量違いで申請する場合は、平成３年２

月 15 日付け 薬審 43 号通知に従って資料を作成

して下さい。また、申請区分８の２でも剤型追加

に該当する場合は、平成９年５月 28 日付け 薬審

425 号通知に従い、適切に資料を作成して下さい。

なお、どちらの通知に従った申請においても、全

ての安定性試験の測定時点において規格及び試験

方法に設定した試験に対する、３ロット３試料の

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下さい。 

 

 
 

 なお、安定性に関する資料の作成に当たっては、

本スライド 24 及びスライド 25、26 また、平成 20

年１月９日通知を参考にして下さい。 
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 一点だけ注意していただきたいことがございま

す。添付溶解液に関する添付資料は、原則、実測

値及び安定性試験成績の提出は必要です。ただし、

日局注射用水と日局生理食塩水は一部取り扱いが

異なりますので、ご留意下さい。 

 

 
 

 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。 

 近年予試験の説明が十分になされていない資料

が見受けられます。予試験は、同等性の確認を目

的とした試験ではなく、プロトコールの妥当性を

検証する試験となります。従って本試験症例数に

ついては予試験の結果に基づき設定して下さい。

また新たに行う例数追加試験の症例数については

本試験の結果に基づいて適切に設定して下さい。

予試験のみで同等性を証明する場合は、プロトコ

ールの妥当性を十分に検証、説明した上で、同等

性を判定するようお願いいたします。 

 また、少数例ではございますが、不適切な評価

方法や判定方法が採用された申請を目にします。

具体的には、プロトコールに規定されていない試

験の実施や判定方法の採用など、都合よく勝手な

解釈が行われ、あたかも同等性が得られたという

結論に導かれたものが実在いたします。同等性試

験の評価方法は、あらかじめ試験計画書で規定し

ている方法により判定して下さい。 

 次に、併合解析についてですが、例数追加試験

を行うか、予試験のデータを例数追加試験のデー

タとして利用するのかは、本試験を始める前にプ

ロトコールに定めて下さい。不適切な事例として、

プロトコールに予試験及び例数追加試験のどちら

のデータでも併合できるように記載されている事

例や、試験計画書に規定されていない試験で併合

解析を実施している事例があります。 

 同等性試験の判定結果が基準から外れたケース

でも、同等性を有すると位置づける場合には、科

学的に根拠のある説明をして下さい。十分な説明

ができない場合には、当該資料をもっての申請は

控えていただきますようお願いいたします。 

 

 
 

 続きまして、５項目目、一変申請について説明

いたします。 
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 こちらに示す、一変申請上の留意点の説明は省

略いたします。 

 

 
 

 本スライドでは、一変申請により対応すべき事

例であるにも係わらず、軽微変更届により対応さ

れていた事例が過去にあったことから、注意して

頂きたい点を示しております。 

 有効期間の延長に関しまして、承認書の備考欄

に「安定性試験継続中」の記載があるだけではコ

ミットメントとはみなせず軽微変更届での有効期

間の延長はできませんので注意して下さい。 

 また、日局において「別に規定する」試験方法

について、新たに試験方法を設定する場合は、一

変申請を行って下さい。ただし、既に設定されて

いる内容を変更することなくそのまま記載する場

合は、軽微変更届で対応可能です。記載整備や一

部変更承認申請の際には、「別に規定する」部分の

記載漏れがないように、ご注意下さい。 

 日局改正により試験方法が変更された場合は、

新しい試験方法による試験結果の妥当性が一変申

請により審査されます。 

 つまり、製剤均一性試験のように試験名と試験

方法が変更された場合、試験名のみの変更として

記載整備や軽微変更届による対応はできないので

注意して下さい。 

 

 
 

 次に、軽微変更届出後の一変申請について説明

します。 

 同一項目について、過去に軽微変更届出を行っ

ている場合には、その情報を申請書に反映した上

で一変申請する必要があります。その場合、過去

に承認を受けた際の承認書の写しと併せて軽微変

更届書、MFを引用するのであればMF登録証を提出

し、その際の新旧対照表は、過去の承認事項、届

出事項及び一変申請事項の各々の変更点が明確に

識別できるよう工夫を施して下さい。なお、場合

によっては MF 登録者に MF の変更登録書および軽

微変更届書の写しの提出を求めることもあります。 

 

 
 

 次に、一般薬等審査部で審査を行う後発医薬品

のうち、一変申請の事務処理期間について説明し

ます。 

 従前、一変申請における行政側の標準的事務処

理期間については 12 ヶ月とされていましたが、平

成 21 年５月 22 日付け薬食審査発第 0522001 号厚

生労働省医薬食品局審査管理課長通知により、次

の通り示されました。なお、一部平成 21 年８月

21 日付で改正されております。 
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 まず、製造方法欄以外の変更及び製造方法欄に

係る変更のうち、製造方法欄全ての審査を既に終

えた品目に係る一変申請について説明します。 

 具体的には、規格及び試験方法のみの変更や先

発医薬品の効能・効果、用法・用量に合わせるの

みの変更等が対象となりますが、これらの申請に

ついては、平成 21 年 12 月末を目途に、総審査期

間の中央値を６ヶ月、そのうち、行政側のタイム

クロックを５ヶ月となるように努めることとなり

ました。 

 次に、上記１以外の変更、すなわち、製造方法

欄の全部の審査を未だ終えていない品目に係る一

変申請についてですが、これらの申請については、

平成 22 年３月末を目途に、総審査期間の中央値を

12 ヶ月、そのうち、行政側のタイムクロックを 10

ヶ月となるように努めることとなりました。 

 なお、本取扱いについては、改正薬事法の施行

に伴う当分の間の対応であり、改正薬事法に係る

各種経過措置期間が終了する平成 22 年３月末以

降は、施行状況に応じて適宜見直す予定とされて

いますのでご留意下さい。  

 以上のように、当面の間は、一変申請の内容に

応じて処理される期間が異なることから、従前行

っていた製造所変更の迅速審査を加えて考えると、

一変申請の審査に関しては、３つのトラックが併

行して進むこととなりますので、ご承知おき下さ

い。 

 通知にも示されているとおり、今回の一変処理

の迅速化におきましては、総審査期間の短縮を目

標としたものです。この目標を達成するためには、

行政側の努力だけでなく、申請者である皆様のご

協力なしでは成り立ちませんので、その点にご留

意いただいた上でご協力をお願いいたします。 

 

 
 

 続きまして、６項目目、簡易相談について説明

いたします。 

 

 
 

 本スライド及び次に示すスライドは例年の通り

の内容となりますので、詳細については省略させ

ていただきます。 

 

 
 

 なお、簡易相談においては、未だ相談内容が抽

象的である、或いは、回答するための情報が不足

している等、回答に苦慮するケースが見受けられ

ますので、相談内容については確認したい回答が

得られるよう分かり易く作成していただきますよ

う、特にご留意下さい。 
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 近よく見られる相談事例についてご説明いた

します。 

 まず、１つ目は、長時間持続放出特性を有する

特殊製剤の後発医薬品の開発・申請時の留意点に

ついてです。 

 ここでは、皮膚貼付、皮下投与等により、長期

間にわたり有効成分を放出し、全身的な臨床効果

を持続するような特殊な製剤たとえば、鎮痛剤や

ホルモン製剤等を想定しています。 

 このような製剤については、内服固形剤や注射

剤とは異なるため、この製剤の特徴である薬剤放

出機構に関する考え方、妥当性・同等性について、

開発段階において十分検証していただいた上で、

添付資料において説明していただきたいというこ

とです。これは、全身性を有する成分であるが故

に、過量放出による副作用の発現等に十分考慮す

る必要があるからです。 

 また、ガイドラインでは、特に具体的な記述は

ありませんが、BE 試験や臨床試験により同等性を

評価する場合は、単にこれらの試験を実施するの

ではなく、製剤特性を踏まえ、試験実施項目、方

法、評価について十分な検討の上で行っていただ

く必要があります。 

 これらの点について、申請にあたっては十分ご

留意いただきますようお願いいたします。 

 ２つ目は、麻薬成分が含まれる後発医薬品につ

いてですが、これについては、麻薬及び向精神薬

取締法の規制がかかります。構造設備などへの対

応にはかなりの設備投資や時間を要するものと聞

いております。さらに安定供給の観点から、麻薬

割り当て量等についても確認しておく必要があり

ます。従って、承認申請の準備前に、必ず地方厚

生局麻薬取締部又は監視指導･麻薬対策課にて指

導を受けていただきますようお願いいたします。 

 

 
 

 後に少し話は逸れてしまいますが、当部では、

後発医薬品の承認審査において販売名の妥当性の

確認や、医療事故防止のための販売名変更につい

ての審査も行っております。 

 本日は、先発医薬品から後発医薬品への切り替

えに伴う、医療現場でのヒヤリハットの一例をご

紹介させていただきます。 

 

 
 

 この例は、後発医薬品であるリプラスと、先発

医薬品である輸液ソリタのラベルが非常に似てい

るため、医療現場での取り違いの危険性が懸念さ

れるものです。他にも同じような事例は見受けら

れると思います。 

 取り違いと言うと、つい販売名の類似性に目が

いきがちですが、スライドにありますようにラベ

ルの色、デザイン等の外観が類似していることは、

大きな取り違いの危険性をはらんでいます。 

 ただし、平成 16 年６月２日付け薬食発第

0602009 号厚生労働省医薬食品局長通知、「医薬品

関連医療事故防止対策の強化・徹底について」の

通知にもありますように、表示を改善しただけで

は取り違いを完全に防ぐことはできず、供給者と

使用者とでの情報交換を行い、発生原因を分析し

た上で、適切な防止対策を検討するべきと記載さ

れています。 

 後発品審査における販売名妥当性の確認は、一

つの対策に過ぎず、製造販売業者の皆様方自身の

取り組みが医療事故防止に繋がることを、この場

を通じて再度ご確認をさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 医療用後発医薬品の審査業務についての説明は

以上です。 
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 続きまして、一般用医薬品の審査関連業務につ

いて説明いたします。 

 

 
 

 平成 20 年４月１日より、薬事法関係手数料令の

一部を改正する政令等が施行され、申請手数料が

変更されました。 

 変更前は、医療用にもない成分や効能等以外の

申請手数料は原則同額でしたが、新しく、スイッ

チ OTC 等の区分が設定され、一般用として初めて

の成分や効能等、またリスク分類が第二類以上の

成分の組合せ前例の有無によっても、手数料が異

なることとなりました。 

 

 

 次に、申請区分について説明いたします。 

 このスライドは区分１～４までを示しています。 

 

 
 

 このスライドは区分５～８までです。 

 

 
 

 区分変更のポイントを説明いたします。 

 まず、旧区分（３）－②が詳細に分けられるこ

ととなりました。 

 医療用を含む既承認医薬品等に無い新規性を持

つ品目の中で、投与経路が新たなものは区分（２）、

効能・効果、剤形または用法・用量が新たなもの

はそれぞれ区分（３）となります。なお、これら

に区分される品目を申請する際には、原則として

医療用医薬品の申請と同等の資料が必要となりま

す。 

 一方で、一般用医薬品で初めての投与経路、効

能・効果、剤形又は用法・用量を持つものは、区

分（５）となり、従前と同様、臨床試験等の添付

資料が必要です。 
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 次に、区分（６）、（７）－①、（８）に該当する

配合剤の考え方について説明いたします。 

 区分（６）は、リスク分類において第一類及び

第二類に該当する成分の配合割合が既承認品目と

異なる製剤が該当します。 

 区分（７）－①は、区分（６）に該当しないも

ののうち、「薬効に直接関わる成分」どうしの組み

合わせ、又は「薬効に直接関わる成分」と「作用

緩和で薬効に直接関わらない成分」の組み合わせ

が既承認品目と異なる製剤が該当します。 

 区分（８）は上記以外の製剤となります。つま

り、有効成分の組み合わせが既承認品目と同一で

ある製剤、「薬効に直接関わらない成分どうしの組

み合わせ」のみが既承認品目と異なる製剤、承認

基準適合品目が該当します。 

 

 
 

 次に、配合剤の添付資料について説明いたしま

す。 

 区分（６）は、比較的リスクが高い成分の新規

配合剤であるため、原則として臨床試験が必要で

す。詳しくは後のスライド 56 で説明しますが、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

うしの組み合わせが異なる製剤では、当該成分が

同種の薬理作用である場合は、臨床試験が必要と

なります。当該成分が異種の薬理作用である場合

は、薬理作用の増強がないことを示す客観的なデ

ータを示すことが必要となります。 

 

 
 

 区分（７）－①で「薬効に直接関わる成分」と

「作用緩和で薬効に直接関わらない成分」の組み

合わせが異なる製剤では、資料概要のイ項等で配

合の妥当性について説明する必要があります。 

 また、区分（８）では、同一処方又は有効成分

ごとの組み合わせを示した前例表を提出する必要

があります。 

 以上、もし判断に迷う場合等は、簡易相談を活

用し、事前に区分をご確認いただければと思いま

す。 

 

 
 

 承認申請に際し添付すべき資料については、通

知により申請区分ごとに示されていますが、それ

はあくまでも目安であることにご留意下さい。 

 当然ですが、一般的には添付不要とされている

資料であっても、個別の審査において必要と判断

されれば、提出を求めることになります。なお、

必要と考えられる資料については、積極的に提出
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していただきますようお願いいたします。 

 

 
 

 次に申請時の留意点について説明いたします。 

 調査に手間取らないためにも、申請時には、次

のスライドに示すような前例一覧表を必ず添付し

て下さい。 

 なお、手数料と申請区分について、それぞれ別

の前例表を示していただく必要はなく、前例表は

共通とすることでも差し支えありません。 

 

 
 

 これが、手数料・申請区分前例一覧表の記載例

です。 

 

 

 配合割合の前例について、手数料と申請区分の

共通事項はここに示すとおりですのでご確認下さ

い。 

 手数料区分のみについては、原則として前例と

効能・効果が異なっていても差し支えありません。

よって、手数料区分と申請区分の前例表を分けて

記載する場合には、手数料前例表に効能・効果を

記載する必要はありません。 

 

 
 

 いわゆるマル 42 品目の前例としての取扱いに

ついて説明いたします。薬事法改正に伴い、平成

20 年８月１日付け審査管理課長通知により、昭和

42 年の基本方針制定前の承認品目の効能・効果等

が一般用医薬品として適当なものに整備されまし

た。このマル 42 品目は薬食審一般用医薬品部会に

おいて「承認基準及び再評価とは異なる取扱いと

なること、また、緊急的な措置となることから、

いわゆる承認前例として取り扱わない」とされま

したので、類似品目の申請を検討される場合には

充分にご留意下さい。 

 

 
 

 手数料・申請区分の前例表における留意点を説

明いたします。 

 前例一覧表には、全ての有効成分のリスク分類
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をよく確認した上で記載して下さい。その際、第

一類、第二類だけでなく、第三類についても記載

して下さい。配合量については、同じか、上限及

び下限の前例を示して下さい。その場合、各有効

成分毎ではなく、製剤全体として示して下さい。

内服薬など１回量が規定されているものは、１回

量についても前例を示して下さい。外用剤は、原

則単位量（100g あたり等）で示し、貼付剤につい

ては、単位面積あたりの量についても示して下さ

い。 

 また、スライドにはありませんが、小児の用法

を有する品目の場合は、その年齢区分での承認前

例を確認する必要があるため、年齢区分ごとで前

例一覧表を作成して下さい。 

 

 
 

 手数料及び申請区分は調査又は審査を行う上で

重要な位置付けにあります。申請区分に疑義が生

じた場合は、調査又は審査に入る前の段階で区分

の妥当性についてのみ、問い合わせを行う場合が

ありますので、適切な対応をお願いします。 

 区分が正しいと判断された場合であっても、申

請順に調査を行うため、区分以外の照会事項まで

時間がかかる場合がありますのでご留意下さい。

また、申請区分が間違っていた場合は、該当区分

での順番に従うことになります。 

 

 
 

 このスライドではミノキシジル又はニコチンを

有効成分として配合する製剤の区分についての留

意事項を示しています。現在明示されているのは

この２成分ですが、今後増えますので、ご留意下

さい。 

 

 
 

 このスライドでは徐放性製剤の区分についての

留意事項を示しています。 

 

 
 

 配合剤の申請においては、確固とした配合理由

をデータ等で明確に示していただく必要があり、

そうでなければ承認できません。 
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 特に新規性の高い配合剤を申請する場合や、有

効性が高く、また安全性に対しても慎重な配慮が

求められる成分に、新たな成分を組み合わせる場

合には、その意義を充分に説明いただくと共に、

例えば既存製剤を上回る有効性、安全性などを、

精密で客観的なデータ等で示していただく必要が

あります。当然のことながら、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。 

 また、１つの有効成分で医療上効能効果を謳え

るにも関わらず、他の成分を配合する製剤の場合、

その成分が必要ないと判断されれば、たとえ安全

性に大きな問題がないとしても、承認することは

できません。これは申請区分の上下に関わらず、

同じ取り扱いとなります。 

 現実に、既存製剤との比較において配合意義が

説明しきれず、専門協議や部会でも否定的な意見

が出された製剤が少なからずあります。これから、

より効き目の鋭い成分の承認が増えることも予想

されますので、今後申請を計画される製剤につい

ては、これまでのような安易な理由での配合を避

けるよう、十分な考慮をお願いいたします。 

 以上、配合剤を全て否定するわけではありませ

んが、このことは強く申し述べておきます。 

 

 
 

 スイッチ OTC の申請における現時点での留意事

項をこのスライドと次のスライドで示しました。 

 

 
 

 
 

 次に製造販売後調査（PMS）に関連する事項につ

いて説明します。調査は製造販売開始後定められ

た期間行うため、通常承認日と調査開始日は一致

しません。報告書の提出は、承認日を起点に１年

毎であるため、例えば３年の期間の場合、開始日

が異なると４回必要になります。なお、正確な開

始日を把握するため、報告書を提出する際には備

考欄に製造販売を始めた日を記載していただくよ

うお願いいたします。 

 

 
 

 前スライドでも申し上げましたが、PMS 終了日

は、承認後３年ではなく、原則として製造販売後
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３年であることをご留意下さい。期間中の品目を

前例とする製剤を申請する場合、申請区分及び手

数料は前例と同じとなり、添付資料は前例と同等

以上のものが必要となります。なお、期間中に誤

った区分で申請された場合、期間終了まで保留す

ることはできず、取り下げを行う必要があります

ので、ご注意下さい。 

 

 
 

 このスライドでは口腔内で溶解するフィルム状

製剤の留意事項をお示ししました。 

 

 
 

 人工涙液にコンタクトレンズ装着液の効能効果

を追加する製剤は、原則として、人工涙液の製造

販売承認基準を満たすものであって、粘稠剤（Ｉ

欄１、２項）を配合したものとして下さい。なお、

コンタクトレンズ装着液として使用する妥当性を

説明する必要があります。 

 コンタクトレンズ装着液の容量は、承認基準で

は 100mL 以下となっていますが、この場合は人工

涙液の承認基準を満たす必要があるため、容量は

20mL 以下として下さい。 

 申請の際には、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が必要と

なります。また、審査の過程でその他資料を求め

る場合があることをご留意下さい。 

 申請区分は（７）－①類似処方一般用配合剤に

該当しますが、前例と有効成分・分量が同一であ

る場合は区分（８）その他の一般用医薬品に該当

します。 

 

 
 

 近、ソフトコンタクトレンズへの適用を有す

る承認基準内の一般点眼薬が承認され、他にも、

同様の製剤の申請が増えてきています。しかし、

承認された製剤が適正に使用されることが確認で

きるまでの当分の間、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います。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への適用を超える

申請については、コンタクトレンズの装着自体が

原疾患を増悪させる恐れがあるため、承認は困難

と考えています。 

 

 
 

 ここに示した内容は、販売名に関して特に留意

していただきたい点です。 

 まず、審査が終了するまでは、販売名について

照会する可能性があることをご留意下さい。原則

としては初回に照会することとなっておりますが、

審査の都合上やむを得ず、初回以降に行う場合も
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ありますのでご了承下さい。 

 また、効能・効果に対して虚偽および誇大と思

われる販売名が見受けられるため、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

を十分に考慮して下さい。販売名については、業

界からも様々な要望があることは承知しておりま

すが、虚偽・誇大等に該当するものをできる限り

自主的にやめていただければ、審査に無駄な時間

がかからず、またトラブルも生じません。充分に

ご留意いただきますようお願いいたします。 

 さらに、審査の過程による変更を除いて、申請

後の販売名の自主的な変更は控えていただきます

ようお願いいたします。特に差換え後の変更は、

販売名の審査により時間を要し、承認が遅れるこ

ととなるので、ご注意下さい。なお、やむを得ず

変更する場合はその理由を説明して下さい。 

 

 
 

 次に日本薬局方に収載された漢方エキスについ

て説明します。局方収載漢方エキスの実測値の提

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下さい。満量処方でな

いエキスの実測値も 15 局に準ずる規格を設定す

る場合は提出不要です。また、局方収載エキスの

場合、備考欄に出典の記載は必要ありません。 

 スライドにはありませんが、「一般用漢方処方の

手引き」に収載されている出典はあくまで一例で

あり、たとえそれとの配合比率等が異なっていて

も、他に出典等があれば、当然その処方に該当し

ます。薬食審査発第 0930001 号審査管理課長通知

「一般用漢方製剤承認基準の制定について」にお

ける成分分量の範囲から外れている場合も同様で

す。 

 

 

 

 
 

 一変申請において GMP 適合性調査を受ける場合

は、変更の有無に関わらず製造販売する品目の製

造所欄を設定し、適合性調査を「有」として下さ

い。また、適合性調査申請提出予定先の記載漏れ

が見受けられるため、忘れずに記載して下さい。 

 

 
 

 製造工程図は品目ごとに１部提出することで差

し支えありません。さらに、同時申請の一物多名

称などは、申請書ごとに各１部添付する必要はな

く、親品目に添付があれば省略が可能です。また、

申請書の備考２、その他備考欄には、製造工程図

添付に関する記載は不要となります。 
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 手数料及び申請区分が不明確な場合は、簡易相

談で相談いただくことで差し支えありませんが、

その際には、判断の円滑化のため、前例一覧表を

示していただくようお願いいたします。ただし、

相談内容に誤記はないか不必要な前例が記載され

ていないかについて、申し込み前に十分にご確認

下さい。 

 

 
 

 相談件数及び内容は、相談時間である 15 分間に

応じた分量として下さい。過多であれば、回答が

全て終了しない場合があります。また、回答内容

は事前に内部での確認が必要なため、その場での

質問に応じるのは困難であることをご理解下さい。

そのため、結果要旨確認依頼書には、原則として

当初の相談に対する機構の回答のみを記載して下

さい。 

 

 
 

 簡易相談を受けた品目を申請する場合には、審

査を迅速に行うためにも、申請時にその情報、例

えば相談結果が確認された確認依頼書などを全て

提出して下さい。 

 また、簡易相談当日、相談依頼者以外に共同開

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下さい。現在、機構で

は企業出身者も採用していますが、出身企業に関

する業務は行わない規則になっています。従って

事前に出席者の所属がわかりませんと、その規則

に抵触する恐れがあります。ここには「そうでな

い場合、同席をご遠慮いただく場合がある」とあ

りますが、場合によっては判明した時点で相談自

体をその場でキャンセルせざるを得ないこともあ

りますので、充分にご注意いただきたく思います。 

 さらに、事前に厚生労働省や都道府県に相談し

ている場合、申込み時にその旨を記載して下さい。 

 

 
 

 医薬品新添加物の審査については、昨今いくつ

かの変更点がありましたので、ご説明させていた

だきます。 

 

 
 

 医薬品添加物の取り扱いは平成 17 年の局長通

知にも記載があるように「既承認医薬品等の添加

物として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、当該添加物

の品質、安全性等に関する資料を併せて提出する

ことを必要とする」とされていますが、この使用

前例の考え方については、既承認医薬品等におけ

る使用実態を踏まえて判断することが必要と考え
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られます。 

 なお、機能性を有する添加物等で個々の製剤の

限定された条件下においてのみ使用が許可された

添加物については、一般的な使用前例として取り

扱うことができません。エイズ薬の場合、添加物

は使用前例となりませんのでご注意下さい。詳細

については、平成 21 年６月の事務連絡で通知した

ように、総合機構のホームページにおいて情報提

供することといたしました。 

 

 
 

 また、新添加物の審査体制の一部変更が行われ、

窓口等が変更になりましたので、ご説明させてい

ただきます。 

 従来は、医療用後発医薬品・一般用医薬品ある

いは地方承認品目の添加物審査資料は一般薬等審

査部を通じて「新添加物チーム」が受け取り、そ

の後は新添加物チームで対応しておりました。つ

まり、窓口は新添加物チームでした。 

 

 
 

 新しい体制では、製剤を審査する担当審査部・

審査チーム毎に対応を行うことといたしました。

これは近年、製剤の有用性等を左右する添加物が

増えてきたため、製剤全体の中でそれらについて

も評価し、審査の流れを一元化すべきという考え

方に基づいたものです。これにより、医療用後発

医薬品・一般用医薬品あるいは地方承認品目の窓

口は一般薬等審査部となります。今後、回答等の

提出先について、間違いのないようにお願いいた

します。 

 なお、簡易相談は従来どおり一般薬等審査部が

対応いたします。 

 

 
 

 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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