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・本発表は、個人の見解に基づく内容を一部含み

ます。

・本発表では、時間的な都合により、発出された

通知等の内容や解釈の詳細に言及するもので

ないことにご留意ください。
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コンパニオン診断薬等に関する各種通知

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項
について 薬食機発0701第10号（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）に
ついて 事務連絡（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンス等
について 薬機発1224029号（平成25年12月24日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申
請に際し留意すべき事項について

薬食機発0219第４号（平成26年2月19日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申請
に際し留意すべき事項についての質疑応答集

薬食機発0328第７号（平成26年3月28日）



コンパニオン診断薬等に関する各種通知

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項
について 薬食機発0701第10号（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）に
ついて 事務連絡（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンス等
について 薬機発1224029号（平成25年12月24日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申
請に際し留意すべき事項について

薬食機発0219第４号（平成26年2月19日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申請
に際し留意すべき事項についての質疑応答集

薬食機発0328第７号（平成26年3月28日）



特定の医薬品の有効性又は安全性の向上等の目的で使用
特定の医薬品の使用に不可欠
単に疾病の診断等を目的とするものを除く

具体的には、以下の目的で使用されるもの
（１）効果がより期待される患者の特定
（2）特定の副作用が発現するおそれの高い患者の特定
（3）用法・用量の最適化又は投与中止の判断の適切な実施

コンパニオン診断薬等の範囲

「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留
意事項について」 薬食機発0701第10号（平成25年7月1日） （１）



コンパニオン診断薬と医薬品は原則、同時期に申請
（前提：企業間で連携し、必要な情報共有に努める等）

承認申請書の備考欄にその旨（コンパニオン診断薬もしくは
医薬品が申請されていること）記載

承認申請に係る留意事項

連携して審査
治験相談（又は対面助言）について、連携して対応

機構内の体制

「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意
事項について」 薬食機発0701第10号（平成25年7月1日） （抜粋）



コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答
集（Q&A）について 事務連絡（平成25年7月1日） （抜粋）

Q1:コンパニオン診断薬の具体的範囲とは？⇒
①診断薬等を使用して治療薬の投与可否や投与量の調節等を行って臨床試験が実施さ
れること。

②治療薬の効能・効果、用法・用量又は効能・効果若しくは用法・用量に関連する使用上
の注意において、当該診断薬等の使用により治療薬の投与の可否や投与量の調整等を
行うことを具体的に示すことを予定していること。

Q4:単に疾病の診断の目的とする診断薬等とは？
⇒生化学検査、血液学的検査等の疾病の特定、治療効果の確認等に用いられる検査等

Q5:医薬品とコンパニオン診断薬の同時期申請の「同時期」とは？
⇒医薬品の承認申請から1ヶ月以上遅れることがないように申請される必要がある。

Q７:添付文書記載の留意点は？
⇒（体外診）対象医薬品の一般的名称又は範囲を適切な箇所に記載すること。その際、
必要に応じて、当該対象医薬品の使用にあたって用いるという目的以外では用いるべき
ではない旨も記載すること。



同時期の申請に係わる課題

体外診断薬の承認申請にあたって、診断薬企業が必要とす
る根拠資料（臨床試験で実施された診断薬に係る成績など）
に つ い て 、 製 薬 企 業 と の 共 有 化 が で き て い な い 。
⇒体外診断薬の承認申請が遅れる。

製薬企業と診断薬企業との連携時期が遅い等のため、体外
診断薬の評価に必要な成績を診断薬企業が把握等できな
い。

（例）

（例）

＜想定される例＞

●製薬企業と診断薬企業との間で契約等に基づく連携が不十
分の場合、診断薬企業（挙証責任を有する申請者）が体外診断
薬に係る評価資料を根拠資料に基づいて作成することができな
い。 ⇒ 同時期の承認にも大きな影響を及ぼす



コンパニオン診断薬の添付文書記載について

【全般的な注意】

・検査を行う際には、本品の使用目的欄に示されている薬
剤の最新の添付文書（【効能・効果】及び＜効能・効果に関
連する使用上の注意＞欄等）を参照すること。

・十分な経験を有する病理医又は検査施設で検査を実施す
ること。

＜想定される例＞

・医薬品の添付文書中に、対応するコンパニオン診断薬を用い
た検査に係る注意等が記載される場合、当該コンパニオン診断
薬の添付文書でも、対応する医薬品の添付文書（該当箇所）を
参照する旨を必要に応じて記載する。

・検査結果情報の取り扱い係る注意又は留意事項については、体外診断用医
薬品の添付文書の適切な箇所に記載
⇒コンパニオン診断薬のみに特有ではないが、より慎重な検討が必要。



疾病の診断等を目的とする検査項目に対する試薬であり、当該
試薬が本邦未承認である。しかし、医薬品の投与対象を選択す
るなどの際に使用される。

・医薬品の承認と同時期に診断薬の承認がなされるべきである
（コンパニオン診断薬と同様 ）

●コンパニオン診断薬に該当しないことが明らかであれば、

通常の体外診断薬として開発は可能？

課題

コンパニオン診断薬に該当しない疾病の診断等
を目的とする検査試薬



コンパニオン診断薬等に関する各種通知

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項
について 薬食機発0701第10号（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）に
ついて 事務連絡（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンス等
について 薬機発1224029号（平成25年12月24日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申
請に際し留意すべき事項について

薬食機発0219第４号（平成26年2月19日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申請
に際し留意すべき事項についての質疑応答集

薬食機発0328第７号（平成26年3月28日）



コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の
製造販売承認申請に際し留意すべき事項について
薬食機発0219第４号（平成26年2月19日） （1）

使用目的欄：
ア．検査対象（検体種）
・検体の採取部位及び検体の種類
・がん組織を検査対象
イ.  検査項目及び検出・測定の別
・検査対象物質（遺伝子名、タンパク名等）
・特定遺伝子の検査を行う場合には、必要に応じて対象とする

コドンや遺伝子変異領域等を記載
ウ.  臨床的意義
・医薬品の一般的名称及び当該医薬品の投与における

体外診断用医薬品の必要性
・医薬品の適応疾患名を記載。がん組織を検査対象とする

場合は適応がん腫を記載することでよい。

承認申請書に記載する事項



使用目的欄の記載（例）

●検体の採取部位や検体の種類は？
・操作方法又は使用方法欄に必要に応じて規定
（例）非小細胞肺癌を含む組織を用いたFFPEブロック・・・・・

●対象とする遺伝子変異の種類等の記載は？
・具体的な記載がない場合、原理欄に必要に応じて規定する等。
（例）・・・・〇〇遺伝子のコドン△（XXX、XXX及びXXX）・・・・

（例）がん組織中の〇〇遺伝子変異（コドン〇〇）の検出
（□□の非小細胞肺がん患者への適応を判定するための補助）

【使用目的】

以下が使用目的欄に記載されていない場合の対応例

最終的な記載は審査において判断する。原則、通知例に則し検討。



コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の
製造販売承認申請に際し留意すべき事項について
薬食機発0219第４号（平成26年2月19日） （2）

承認申請書に記載する事項（抜粋）

反応に関与する成分欄：
ア．抗原検出キット

・モノクローナル抗体の場合には、産生クローン名等の抗体
を特定できる情報を記載すること。

イ.  抗体検出キット
・主要な抗原の情報等、特異性を担保するために重要な

情報等について記載すること。
ウ. 遺伝子検査
・反応特特異性を担保するプライマーやプローブ等を

検出する部位に関する遺伝子配列又は領域等について
記載すること。



反応に関与する成分欄の記載（例）

構成試薬中に含まれる反応に関与する成分は、本来、診断薬
の本質的性能に影響を及ぼすと考えられる成分

⇒ 例えば、対応する医薬品の投与対象患者を特定するため
に用いられるコンパニオン診断薬の場合、当該成分の変更内
容によっては、本来特定されるべき投与対象患者が特定でき
なくなる等が起こりうる。また、医薬品の臨床的有用性に影響
を及ぼす可能性も否定できない。

【基本的な考え方】

少なくとも、コンパニオン診断薬については、
「反応に関与する成分」を承認申請書から

特定できるようにする必要がある。



反応に関与する成分について

マウス抗〇〇モノクローナル抗体（□□）
抗体産生細胞：クローン名（融合細胞：マウスミエローマ細胞）
分量：1テスト中 〇〇μｇ～〇〇μｇ

【反応に関与する成分】（例）

● 「反応に関与する成分」を「もの」として特定できるように記載する
● 分量については、原則、実質的規格に則して記載する。

◆ 反応に関与する成分の特性等は十分評価する必要がある。

例えば、1次抗体の抗原認識部位、抗原との反応特性については、
評価資料中で、根拠に基づき可能な限り具体的に説明する。

＜反応に関与する成分に係る評価上の留意例＞



コンパニオン診断薬等に関する各種通知

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項
について 薬食機発0701第10号（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）に
ついて 事務連絡（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンス等
について 薬機発1224029号（平成25年12月24日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申
請に際し留意すべき事項について

薬食機発0219第４号（平成26年2月19日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申請
に際し留意すべき事項についての質疑応答集

薬食機発0328第７号（平成26年3月28日）



コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販
売承認申請に際し留意すべき事項についての質疑応答集
薬食機発0328第７号（平成26年3月28日）（抜粋）

Q1及びQ3:使用目的欄の臨床的意義の記載について？

Q2:使用目的欄の検査対象の記載について？

Q４反応に関与する成分欄（抗原検出キット）で組換えDNAを用
いたモノクローナル抗体を産生している場合の記載は？

Q5：反応に関与する成分欄（抗原検出キット）で組換えDNAを用
いたポリクローナル抗体を産生している場合の記載は？

Q6:反応に関与する成分欄（抗体検出キット）で抗原の情報等と
は何？

Q7:反応に関与する成分欄（遺伝子検査）で配列では記載しにく
い場合は？

Q8：記載整備はどうすればよいか？



コンパニオン診断薬等に関する各種通知

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項
について 薬食機発0701第10号（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q&A）に
ついて 事務連絡（平成25年7月1日）

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンス等
について 薬機発1224029号（平成25年12月24日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申
請に際し留意すべき事項について

薬食機発0219第４号（平成26年2月19日）

コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申請
に際し留意すべき事項についての質疑応答集

薬食機発0328第７号（平成26年3月28日）



コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイ
ダンス等について 薬機発1224029号（平成25年12月24日）

科学の発展に伴う個別化医療の進展（分子標的薬等
の開発）

個別化医療の医薬品と対応する診断薬の開発の推進

医薬品と診断薬双方の開発者による開発留意点の共
有と適切な連携

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的
ガイダンス

「1.1.  背景」の項参照



• コンパニオン診断薬及び医薬品のより円滑な
開発及び承認審査の実施を目指す。

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関す
る技術的ガイダンス

医薬品及びコンパニオン診断薬の開発にあたり、
双方の開発者が留意すべき点など、具体的な技術
的事項を整理

「1.2.  目的」の項参照



●申請コンパニオン診断薬による検査が、申請医薬品の投与可否の判断等に
おいて、必要不可欠との前提でコンパニオン診断薬は申請される。

●コンパニオン診断薬の臨床的意義は、対応する申請医薬品が承認された段
階で確定することを前提とする。

医薬品

1ヶ月以内

体外診

コンパニオン診断薬における審査スキームの概念（体外診から）

申
請

申
請

専
門
協
議

専
門
協
議

同時期

連携

部
会

承
認

審
査
終
了

承
認

同時期



• コンパニオン診断薬の性能を証明したデータ

• 性能が担保されたコンパニオン診断薬を用いて

投与対象者を選択することの適切性を示すデータ

コンパニオン診断薬の承認申請に必要

バイオマーカーを利用した医薬品の承認申請に必要

「1.４. 基本的な考え方 」の項参照



• 原則として、承認申請を目的としたコンパニオン診断薬を
検証的試験で使用する必要がある。

分析法バリデーション

⇒ 体外診断用医薬品の審査で主に評価

臨床的バリデーション（臨床的カットオフ値等）

⇒ 医薬品の審査で主に評価

医薬品及び体外診断用医薬品の申請者間での連携が重要

2.2. 医薬品開発とコンパニオン診断薬の
バリデーション実施時期



• コンパニオン診断薬の結果に基づき特定された患
者を対象とした医薬品の臨床試験成績の概要に
より説明することでよい。（治験薬、試験名、試験
方法及び成績の概要等）

• 臨床的カットオフ値の設定根拠等の情報について
も、医薬品の臨床試験成績の概要により説明する
ことでよい。

3.1.  コンパニオン診断薬の臨床的意義

必要な医薬品の臨床試験成績の結果の入手等、診
断薬と医薬品の申請者で、互いに連携・協力が必須
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• 検証的臨床試験において承認申請予定のコンパニオ
ン診断薬が用いられたケース以外の場合

臨床試験で使用した測定法と、申請予定のコンパ
ニオン診断薬との同等性を評価する必要がある。

• 比較対照として標準的な方法がある場合

当該品目と、基準的な方法との間で同等性試験を
実施する。

3.2.1.  同等性試験の必要性に関する基本的考え方

3.2.  コンパニオン診断薬の同等性評価に関する試験
(同等性試験)



関連する医薬品の臨床試験に組み入れられた被験者の検
体を使用することが基本。

何らかの理由により、臨床試験に組み入れられた被験者検
体を使用することが困難である場合、当該臨床試験とは別
試験として同等性試験を実施することも考えられる。その場
合は、事前に相談すること。

検出･測定可能領域を網羅することが重要（カットオフ値付
近や、測定下限値付近の評価が必要）

陽性一致率及び陰性一致率ともに良好な成績を示すことが
重要

品目の特徴によっては、一致率が良好でなくても許容可能
な場合があるため、評価が難しい場合には、相談すること。

3.2.2.  同等性試験を行う際の留意事項

3.2.  コンパニオン診断薬の同等性試験



 臨床検体の取扱い及び既存試験で採取された検体をレトロ
スペクティブに再使用する場合の注意点は？

 「臨床試験に組み入れられた被験者」について、必ずしも日
本人でなくてもよいか？

 臨床試験以外の検体を用いて、同等性試験を実施しなくて
はいけない場合の具体的な事例とは？

 陽性一致率及び陰性一致率とも良好な成績を示すとされて
いるが具体的にどのようなものが想定されるか？ 評価時の
留意点は何か？

 分析法バリデーションの評価として使用されている用語につ
いて、体診承認申請書の留意事項通知で示されている用語
との対応関係は？

技術的ガイダンスに関する Q&A（体診関連）



臨床性能試験の概念（1）

＜疾病の診断等に用いる体外診断薬＞

被験者

患者（疾病の有無）の情報

臨床性能試験

陰性・陽性

検体 検査結果臨床性能評価

●基本的に、臨床性能試験では、実医療現場で検査対象
となる患者から得た検体により、申請予定診断薬での測定
等を実施。

●申請予定キットを用いた当該試験成績から、臨床的意義に
則した臨床的有用性が示せる性能を有するかを検証。

⇒ 申請予定診断薬で陽性、陰性の別を判定した結果が、
疾病を正しく診断できているのか？



＜コンパニオン診断薬の場合＞

臨床性能試験の概念（2）

被験者

臨床性能試験

検体 検査結果

臨床性能評価
患者の情報

医薬品の臨床試験中の情報

患者選択基準情報

陰性・陽性

医薬品の臨床的有用性の情報

疾病の診断等に用いる体外診断薬と同様､コンパニオン診断薬の性能を評価する
際には､｢点線より下の試験成績（臨床性能）｣が必要であり､また､検体や判定結果の
情報は､｢点線より上の臨床試験成績情報（=臨床的意義）｣と結びついている必要がある。



同等性試験の概念（１）

申請予定コンパニオン診断薬

検体 検査結果

陰性・陽性

医薬品の臨床試験中の情報
患者選択基準情報

医薬品の臨床的有用性の情報

標準的方法

●体外診の審査視点での診断薬に対する臨床的有用性評価
⇒ 申請予定診断薬で陽性、陰性の別を判定した結果により、投与対象が正しく選択
できているか？
・検査対象物質が同一の標準的方法ではないが、得られた結果の正確性や不一致例
の解析を行い、真の結果を考察する場合、検査対象物質と異なる測定法等も比較検
討することは評価上有用な情報になる場合もあると考えられる。

陽性、陰性の別を比較
主に得られた結果の正確性等を評価

・原則、同一の検査対象物質を測定等する方法（検査項目と一致）

同等性試験



同等性試験の概念（２）

検証的臨床試験での測定法

検体 検査結果

陰性・陽性

医薬品の臨床試験中の情報
患者選択基準情報

医薬品の臨床的有用性の情報

申請予定コンパニオン診断薬

●体外診の審査視点での診断薬に対する臨床的有用性評価では、
申請予定診断薬で陽性、陰性の別を判定した結果により、投与対象が正しく選択でき
ているかが重要？
・検査対象物質が同一の標準的方法ではないが、得られた結果の正確性や不一致例
の解析を行い、真の結果を考察する場合、検査対象物質と異なる測定法等も比較検
討することは評価上有用な情報と考えられる。

陽性、陰性の別を比較
主に得られた結果の正確性等を評価

・原則、同一の検査対象物質を測定等する方法（検査項目と一致）

同等性試験



コンパニオン診断薬の性能評価では、検査結果の陰性例は評価
する必要がある。

標準的方法
変異あり 変異なし

申請品目
変異あり A B
変異なし C D

適応可症例
投与対象の可能性
があったが、その機
会が失われる症例

同等性試験で陰性例の評価

本来は投与対象でない症例

医薬品の有用性に直結

●陽性一致率や陰性一致率が不明では、適切な性能の評価ができない。



今後の課題

●新規品目となるCoDxの評価（同等性試験等）に
関する体外診断用医薬品の審査の考え方の検討

●既承認CoDxに対し臨床的意義を追加する場合に
おける 体外診断用医薬品の審査の考え方の検討

●後発CoDxの評価に対する審査での考え方の整理
と検討
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