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本日の目的

医薬品開発者の視点から、コンパニオン診
断薬に関する「ガイドライン」について明
確にしていただきたい点、課題を提案する

•平成25年12月26日事務連絡
「コンパニオン診断薬およ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」

•平成25年7月1日以降の通知／事務連絡
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主なポイント

同等性の評価に関する試験の考え方

ガイドラインの適応範囲
•既存のIVDの取扱い

•既存の疾病診断法・検査法の取扱い

- 2nd generation 治療薬、Best in Classの治療薬が
将来抱える問題点-
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申請日：

2011年4月26日
承認日

2012年2月29日
保険収載日：

2012年4月1日

申請日：

2011年3月31日
医薬品部会通過日：

2012年2月29日
承認日：

2012年3月30日

 ファイザーの経験

ALK融合遺伝子陽性の切除
不能な進行・再発の

非小細胞肺癌
ザーコリ®カプセル
（クリゾチニブ）

ALK融合遺伝子検出キット

Vysis® ALK Break Apart 
FISHプローブキット

First in classの薬剤とFirst CoDxの同時承認
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ファイザーが経験中の3つのCase
Case 1

既に薬剤およびそのCoDxが上市されている中、
追加として新たなCoDx等を市場に出す
可能性・必要性がある場合（後発CoDxの必要性等）

Case 2
新薬開発中、市場で汎用されている診断法
（ガイダンス発効前に承認されたIVD）を用いて
新薬の臨床試験を実施している場合

Case 3
新薬もCoDxも並行して新規に開発中の場合
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上市された後に、より簡便なCoDxが
臨床現場から要望される場合がある

既に新薬およびそのCoDxが上市されている中、

追加として、新たなCoDx等を市場に出す可能

性・必要性がある場合（後発CoDxの必要性等）

Case 1

The right drugs to 
the right patients

The right drugs to 
the right patients

in a timely manner
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課題1－同等性試験関連－

新薬

診断薬 1
FISH

検証的試験

診断薬2
PCR or IHC

診断薬1’
FISH

検査法は同じだが、検証的
試験の診断薬とは異なる

診断薬 1
FISH

検証的試験の診断法と同一
診断薬1＝CoDx

承認

上市

検査法自体が異なる

承認後より簡便な診断薬が登場

検査法が同じであれば同等性試験だけで十分だと考え
ますが、検査法が異なる場合、最初に承認されたCoDx

と同レベルの検証的試験が必要でしょうか？
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提案 －同等性試験関連－

平成25年12月26日事務連絡 「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）」

に関しては、「同じ検査法の場合のみ」を想定して
いるのでしょうか？

そうであればガイダンスに明記されていると分かり
やすい。
また検査法が異なる場合の要件や考え方をQ&Aにて
提示いただけるとより分かりやすい。
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提案 －同等性試験関連－

新薬

診断薬 1
FISH

検証的試験

診断薬 1’
FISH

検査法は同一
対象検体の種類が追加

検出対象検体が追加になった場合、分析法バリデーショ
ンデータで十分？臨床データの提出が必要？その場合、
どの程度必要？ガイダンスがあると分かりやすい。

承認後、他検体（新鮮凍結検体や
腹水/胸水）での検査要望が上がる

FFPE腫瘍組織

診断薬1
FISH

検証的試験の診断法と同一
診断薬1＝CoDx

承認

上市
FFPE腫瘍組織

FFPE腫瘍組織、新鮮凍結腫瘍組織、
腹水・胸水からのFFPE検体
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新薬開発中、市場で汎用されている診断法

（ガイダンス発効前に承認された体外診断）を

用いて新薬の臨床試験を実施した場合

Case 2
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課題3-1－CoDxガイドラインの適応範囲－

診断法1（組入条件）

検証的試験

試験中に本ガイダンスが発効

新薬（同じMOA）
Best in class or 2nd Gen Drug

日本では診断法1と診断法3を
CoDxとして新たに申請する必

要はないと判断しています。新
薬承認・上市後も、診断法1と
診断法3にてマーカー陽性が確

認された患者は、新薬の使用が
可能であると判断しています。

PCR-A ver1
（診断法1）
IVDとして承認

PCR-B
（診断法3）
IVDとして承認

ガイダンス発効前、複数のIVDが承認・学会で推奨されている

Dx 企業 BDx企業A

同等性既存薬
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課題3-2－CoDxガイドラインの適応範囲－

「体外診断薬としての使用目的」の変更を伴わない場合は、

当該体外診断薬用医薬品を用いて臨床試験を行った新医薬品
の承認申請に合わせて、当該体外診断薬用医薬品を改めて

CoDx申請する必要はないと考えています。

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

る体外診断薬用医薬品の整合販売承認申請に際し留意すべき事項について」

1 本通知の適応範囲

課長通知の記1に基づき製造販売承認申請される体外診断薬用医薬品に適応

する。なお、既承認の体外診断薬用医薬品であっても、当該体外診断薬用医

薬品をコンパニオン診断薬等とする新医薬品の承認申請に伴い、コンパニオ

ン診断薬としての使用目的と追加する一部変更承認申請にも適応する。
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課題3-3 －CoDxガイドラインの適応範囲－

複数の類薬の使用にあたって承認・汎用されているIVDを、あえ
てCoDxに格上げし、新たな承認を取得する必要はないと考えて
います。もしCoDxへの格上げが必要な場合、全ての既存薬剤に
対し、新たに個々のCoDxに対する臨床的有用性のデータの提出
が求められるのでしょうか？ 既存のIVDでCoDxに格上げが必要
な場合の具体的な例について、Q＆A等があると分かりやすい。

平成25年7月1日 薬食審査発0701第10号『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』2（1）アに、「コンパニオン

診断薬等を用いる必要がある医薬品であって、当該コンパニオン診断薬等
が承認されていない場合には、原則として、当該医薬品の承認申請を行う際
は、同時期に当該コンパニオン診断薬等の承認申請が行われるべきであるこ
と。」と記載されています
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既存薬

さらに複雑な事例として

診断法1（組入条件）

検証的試験

新薬（同じMOA）
Best in class or 2nd Gen Drug

PCR-A ver1
（診断法1）
IVDとして承認

PCR-B
（診断法3）
IVDとして承認

ガイダンス発効前，複数のIVDが承認・学会で推奨されている

Dx 企業 BDx企業A

同等性

PCR-A ver2
（診断法2）

米国でCoDxにて承認

Dx企業A

Upgrade

診断法2（最終解析）

日本では、新薬の申請に合
わせた診断法1や2のCoDx申
請は必要ないと考えていま
す。

USでは、FDAのガイダンス
に基づき、診断法2を新薬の
CoDxとして承認申請予定
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課題4 －CoDxガイドラインの適応範囲－

類薬（既存薬）を用いた各検査法の同等性Dataが存在している

平成25年12月26日 事務連絡『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』3.2.1に「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に
は、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。」と記載されています。上記のように既
に類薬を用いた同等性試験のデータがある場合には、

新薬を用いた各検査法の同等性試験は必要ないと考えてい
ます。

PCR-A ver1
（診断法1）
IVDとして承認

PCR-B
（診断法3）
IVDとして承認

ガイダンス発効前，複数のIVDが承認・学会で推奨されている

Dx 企業 BDx企業A

同等性

PCR-A ver2
（診断法2）

米国でCoDxにて承認

Dx企業A

Upgrade
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提案：同等性試験関連とガイドラインの適応範囲ー
既存薬への影響＝市場の混乱を招く可能性

ガイダンス発効前に承認をとっ
ている薬剤まで影響が及んでし
まう。市場の混乱！？

ガイダンス発効前

New Drug ガイダンス発効後

Drug A

Drug B

Drug C

PCR-A ver1
（診断法1）
IVDとして承認

PCR-B
（診断法3）
IVDとして承認

Dx 企業 BDx企業A

同等性

PCR-A ver2
（診断法2）

米国でCoDxにて承認

Dx企業A

Upgrade

近い将来なくなる？

Upgradeの理由は様々
•検査方法は同じだが検出する機械が
Upgrade
•測定対象遺伝子変異数が増減

どのレベルの変更であれば分析法バリ
デーションデータのみで受け入れられ
るのか、あるいはどのレベルの臨床的
バリデーションデータが必要なのか、
CoDxとして新たな対応（格上げが必

要）なのか、などレベル分けした
ガイダンスがあると分かりやすい
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提案ー同等性試験関連とガイドラインの適応範囲ー
既存の診断スキームへの影響＝市場の混乱を招く可能性

例えば、造血器腫瘍取り扱い規約では、白血病の診断・検査として，フ
ローサイトメトリーによる表面抗原解析が必要であることが述べられて
おり、悪性リンパ腫の必須検査項目として、腫瘍組織を用いた表面抗原

の測定が設定されています。

実地診療で必須とされている検査方法を用いて臨床試験を
実施した場合は、その検査方法をあえてCoDx申請する必要はないと考え

ています。もし必要であればその考え方についてガイドラインがあると
分かりやすい。

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および関
連する医薬品の承認申請に係る留意事項について」
1 コンパニオン診断薬等の範囲

コンパニオン診断薬等とは、特定の医薬品の有効性又は安全性の向上等の目
的で使用する以下のいずれかに該当するものであって、当該医薬品のしよう
に不可欠な体外診断用医薬品または医療機器（単に疾病の診断等を目的とす
る体外診断用医学品または医療機器を除く）であること
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Case 3

新薬もCoDxも並行して新規に開発中の場合

-First in Classの場合-
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一般的な新薬とCoDxの
同時開発スキーム

P1a part P1b part Phase 2

Develop as LDT

CoDx/Biomarker
Development

LDT Ready for Ph1b (Patient Selection) 

Develop as IUO

LDT: Lab Developed Test 
IUO: Investigational Use Only

FIH study (Phase 1)

Dose escalation
All comer

No restriction of 
biomarker

Dose expansion
Limit to biomarker 

positive

Phase 3

IUO Ready for Ph2

Develop as CoDx Planned CoDx ready for Ph3

Drug Development
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課題5

日本人の陰性例のデータは必要？

事前に日本人と非日本人での対象となる当該バイオマーカーの
発現率が異なることを確認すべき？

それは論文で十分ですか？
LDTのレベルでいいですか？
それともIUOのレベルですか？

ガイダンスの記載
・・・開発早期の臨床試験において、原則としてバイオマー
カー陽性例および陰性例の双方を臨床試験に組み入れて検討す

べきである・・・・
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その他の課題－日本人症例数－

診断法1を用いて組入れを行い日本人と非日本人で新薬の有効性
が確認された（一貫性が示された）。さらに、診断法2を用いて

最終解析を行い、試験全体として新薬の有効性が示された。た
だし、診断法2による解析対象症例数（日本人）が想定より少な

くなった場合、追加の臨床データが必要でしょうか？

診断法1
組入条件

検証的試験

診断法2（CoDx候補）
最終解析

日本人と非日本人で新薬の有効
性が確認され一貫性が示された

日本人登録症例の30％の検体が
測定に不適と判断された

（あるいは検体が回収できな
かった場合を含む）
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その他の課題

2. 「効能・効果」の診断名の決定について

• XXX陽性、XXX融合遺伝子陽性、XXX遺伝子陽性など様々
なオプションが挙げられます。 「効能・効果」の診断名
は、検出する検査方法によって決定されるのでしょうか？

• 同じMOAで異なる薬剤が異なるCoDxを開発した際、検査

法の違いにかかわらず、最初に適応が取得された「効能・
効果」がそのまま使用されますか？

• 医薬品と同時に申請/承認したCoDxが検出する対象（ある
いは臨床試験で対象となったTarget）が「効能・効果」に
書かれるべきでしょうか？
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その他の課題

3. 同種同効品で診断法が異なる薬剤が出てきた場合（同
じ検査法、たとえば IHCの中でも一次抗体の違いと

いった点を含め）、診断による差別化が起きてしまう
可能性があるのですが、それは仕方ないものでしょう
か？
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その他の課題

4. 今後NGS(Next Generation Sequence)が登場して
きます。NGSをCoDxとして承認することを考慮し
たGuidance発行は準備されているのでしょうか？
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まとめ

• First in classの薬剤とFirst CoDx
• 後発CoDx
• 既存のIVD、検査方法の取扱い

• 革新的なCoDx（NGSなど）の取扱い

これらすべてのCaseに対応できる指針あるい
はガイダンスの作成等が求められている。

御静聴ありがとうございました。
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Back Up
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Vysis® ALK Break Apart FISHの添付文書

【重要な基本的注意】
本キットはALK阻害剤（クリゾチニブ）の投薬患者を選択する
ことを目的とした体外診断薬用医薬品であるため、ALK阻害剤

で承認を受けていないがん種の患者に対して、投薬患者の選択
を目的とした検査には使用しないでください。

【効能・効果に関連する使用上の注意】

十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、
ALK融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること

ザーコリの添付文書

 ファイザーの経験
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US
[Warnings and Precautions]
The Vysis ALK Break Apart 
FISH Probe Kit is intended for 
use only on 10% neutral 
buffered formalin-fixed, 
parafflin-embedded NSCLC
tissue.

日本
【操作上の注意】

本キットは、ヒト非小細胞肺がん
（NSCLC）患者の原発性並びに転

移性のがん組織のホルマリン固定パ
ラフィン包埋（FFPE）検体のALK
遺伝子の再配列を識別し、計数する
ために最適化されている。本キット
は、NSCLC患者の10%中性緩衝ホ

ルマリン固定パラフィン包埋がん組
織に対してのみ使用できる。他のタ
イプの検体や固定法の異なる検体に
対しては使用しないこと。


