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はじめに

本発表は発表者の個人的見解に基づくものであり、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の公式見
解を示すものではありません。
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医薬品添加剤の安全性評価3



医薬品の重要な構成成分としての添加剤
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製剤全体重量 150mg

有効成分 0.25mg

賦形剤 139mg

崩壊剤 5mg

滑沢剤 1.25mg

コーティング剤 4.5mg例2：BB錠

99.8％が添加剤

例1：AA顆粒

製剤全体重量 1000mg

有効成分 100mg

賦形剤 449mg

結合剤 150mg

コーティング剤 250mg

分散剤 30mg

流動化剤 20mg

香料 1mg

90％が添加剤

添加剤の安全性確保は、医薬品の安全性を大きく左右する可能性を有しており、
適切な安全性評価が必要である。



新添加剤の定義
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 新添加剤＝使用前例のない添加剤

全く新規に医薬品に用いられる添加剤

医薬品における使用実績はあるが、投与経路が異な
る添加剤

医薬品において当該投与経路での使用実績がある
が、その量あるいは濃度（外用薬等は使用濃度にお
ける安全性を担保する）を上回る添加剤

品質や安全性の評価が必要



新添加剤の安全性評価システム
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 医薬品添加剤単体での審査・承認は行われず、
それを含有する医薬品とあわせて審査・承認され
る。

 承認審査業務は医薬品医療機器総合機構
（PMDA）の各審査部に所属する医薬品添加剤グ
ループメンバーが担当。



医薬品添加剤の安全性評価項目
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 単回投与毒性

 反復投与毒性

 生殖発生毒性

 遺伝毒性

 局所刺激性（外用剤等）

 その他、必要に応じ光安全性（S10）、変異原性不
純物の管理（M7）、元素不純物の管理（Q3D）等



医薬品添加剤の安全性評価において
しばしば問題となる点
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全く新規の添加剤の場合、安全性評価に必要なデータ
は添加剤メーカーによって収集されていることが多く、そ
れらを活用することによって比較的容易に申請資料の
作成が可能である。

一方、新規性の低い、従来から用いられている添加剤
で使用前例量を超えたのみといった場合では、全ての
安全性評価資料を毒性試験に基づいたデータで揃える
ことは困難な場合が多い（特に古くから使用実績のある
添加剤でこの傾向が強い）

どうすれば良いか？



新添加剤の
十分な安全性

安全性試験データ

文献情報

食添での
使用実績

化粧品・部
外品での
使用実績

有効成分
での

使用実績

海外での
使用実績

投与経路違い
の前例データ

類似化合物の
前例データ

生体内成分
としての知見

医薬品添加剤安全性審査の概念図

総合的推論

入手可能な全ての情報を活用
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医薬品添加剤安全性評価とは？
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新規性の低い新添加剤の安全性評価は、
決定的な証拠のない中で、様々な状況証
拠を収集し、論理的に組み立てて、被告
人（新添加剤）の無罪を導き出すようなプ

ロセスと言えるかもしれない。



医薬品添加剤の最新動向（1）

機能性添加剤の増加11



機能性添加剤とは？
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添加剤は基本的に無毒・無害であり、薬理作用も最小
限しか示さないというのが基本である。一方、従来から
リドカイン（無痛化剤）等の機能性を有する添加剤が存
在するが、近年、DDS等の機能性を有する添加剤が増
えてきている。

このような添加剤を機能性添加剤と定義する。



機能性添加剤（1）
－シクロデキストリン－

 デンプンにシクロデキストリン合成酵素を作用させて得られ
る環状オリゴ糖

 薬物を疎水性の空洞内に包接することにより、不安定な薬物
の安定化や、水溶性の悪い薬物の溶解性の改善を行う

Hydrophobic cavity

Hydrophilic exterior
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機能性添加剤（1）
－シクロデキストリン－

メリット

 不安定な分子の安定化

 溶解性の向上による、バイオアベイラ
ビリティの向上（イトラコナゾールの内
用液では、従来製剤に比べて、血中
の薬物濃度の上昇が認められている）

デメリット

 アナフィラキシー誘発の可能性が示
唆されている

 静脈内投与した場合に、腎毒性が認
められる（近年のシクロデキストリン
誘導体では、腎毒性の程度が軽減さ
れてきている）
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機能性添加剤（2）
－リポソーム－

 脂質を水相に分散させた際に形成される微粒子

 薬物を脂質膜部分やリポソーム内部に封入することができる

 リポソームの外側をポリエチレングリコール等で修飾し、体内での動態を
改善することも可能（ステルスリポソーム）

 表面に抗体やリガンドを修飾することにより、アクティブなターゲティング
にも用いられる可能性がある

血管内

標的部位

EPR効果等
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機能性添加剤（2）
－リポソーム－

メリット

 薬物の毒性軽減

 ターゲッティングが可能

 ステルス化による動態の改善

 溶解度の向上

デメリット

 サイズにより、肺等の毛細血管に詰
まる可能性がある

 血中コレステロールやリン脂質の上
昇を引き起こすことがある

 血圧低下等のinfusion reactionを引き
起こす場合がある
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将来的に期待される候補物質

 デンドリマー：放射状の分枝構造を持ち、内部に薬物を封入
することができる。また、分枝した枝に様々な分子を結合さ
せることによって、多様な機能性を持たせることが可能と考
えられている。

 カーボンナノチューブ：他のナノミセルと同様、腫瘍の新生
血管から漏出することにより、ターゲッティングを実現する。

 消化管トランスポーター阻害剤：消化管に存在する薬物排
出トランスポーター阻害剤として作用し、薬物の吸収を促進
させる。

 高機能アジュバント：効率の良い免疫反応を惹起し、抗原量
の低減や、局所反応の低減を目指す。
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機能性添加剤の問題点

医薬品添加剤は基本的に
不活性かつ無害でなけれ

ばならない

機能性添加剤には活性を
有し、生体に影響を与え
るものも存在する

機能性添加剤の
承認は困難か？
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機能性を有する添加剤で軽微な薬理作用や毒性作用を有す
るものの場合、当該製剤の有用性や患者の受けるメリット、あ
るいは適応疾患の重篤性等を勘案し、リスク/ベネフィットの
観点から承認がなされる場合もあり得る。

ただし、許容される毒性反応については軽微なものに限られ、製剤の治
療効果に悪影響を与えるようなものは許可されない。

また、このような添加剤については当該製剤に限って（あるいは当該製
剤と同様の使用条件に限って）、使用が認められることとなり、一般的な
使用前例とは見なされない。

このような取り扱いとした添加剤については、製剤の審査報告書中に記
載が行われ、PMDAのホームページに掲載が行われるので、注意するこ
と。

機能性添加剤の承認方針

「特定の製剤や特定の条件下においてのみ使用が認められた添加物」
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機能性添加剤の取り扱いの将来
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現状の「使用前例としない」という取り扱いは、従来からあ
る医薬品添加剤の取り扱いの枠をできるだけ崩さずに運
用するための手段であり、根本的な解決には至っていな
いと考えている。

将来的には「機能性添加剤」という新たな枠組みを作成し、
従来の添加剤とは異なる品質及び安全性評価を行うべき
かもしれない。



添加剤DBのリアルタイムアップデート
に関する取り組み
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医薬品添加剤の最新動向（2）



添加剤DBのリアルタイムアップデート
に関する取り組み

• 添加剤の一日最大使用量の算出は自
動計算が困難であり、データ量も多い
ため、リアルタイムのアップデートがで
きていない。

• アップデートについては1～数年サイク

ルで、その間のデータについては、手
作業で対応し、前例検索等を実施して
いる。

• アップデートを行うたびに予算の計上
が必要である。

添加剤DB

外部業者に委託し、
アップデート

22

ＰＭＤＡでは医薬品添加剤の使用前例に関する相談に対応するため、添
加剤データベースを運用している。

現状の問題点



添加剤DBのリアルタイムアップデート
に関する取り組み

• 医薬品の申請に併せて、添加剤使用
量に関する情報をメーカーに提出して
頂く。

• 医薬品の承認と共にデータをアップ
デート。

添加剤DB

メーカー提出情報に
よるアップデート

本取り組みについては、日薬連及び厚生
労働省と協議を行っており、早ければ本
年度中にも施行予定である。
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今後の改善案



添加剤DBのリアルタイムアップデート
に関する取り組み

メーカーとして提出すべきデータは何か？

• 添加剤一日最大使用量算出のための「換算係数」を提出する。

換算係数とは？

の場合

1日最大使用量は
10mg×2×3＝60mgなので、
60mg÷10mg＝6であり、
この場合「6」が換算係数となる。

製剤：XX錠10ｍｇ
用法用量：1回2錠、1日3回投与
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の場合
1日最大使用量は1gなので、
1g÷0.25g＝4であり、
この場合「4」が換算係数となる。

製剤：XX点滴静注用0.25g

用法用量：1日最大1gまで投与



添加剤DBのリアルタイムアップデートに関する取り組み

提出データのイメージ

システム受付番号 投与
経路

成分及び分量
又は本質番号

構成
番号

成分
番号

換算
係数

成分名 用法・用量 換算係数算出理由

5122107XXXXXX 11 1 1 1 4 ＸＸＸＸＸマイシン 1日800mgを2回に
分割投与

1回2錠、1日2回投与なので、2×2

＝4

5122107XXXXXX 11 1 1 2 4 リン酸水素カルシウム
水和物

5122107XXXXXX 11 1 1 3 4 ポリビニルアルコール
（部分けん化物）

5122107XXXXXX 11 1 1 4 4 クロスポビドン

5122107XXXXXX 11 1 1 5 4 軽質無水ケイ酸

5122107XXXXXX 11 1 1 6 4 ステアリン酸マグネシ
ウム

5122107XXXXXX 11 1 1 7 4 ヒプロメロース

申請書データから、Excelのフォームを生成（ツールはPMDAから配布）

Excelフォームから、CSVファイルとして保存し、データをPMDAに送付。
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添加剤DBのリアルタイムアップデート
に関する取り組み

データの提出時期や、提出が必要な条件は？

• データの提出は、申請後、承認までの任意の時期（可能であれば早
めの時期）。

• データの提出が必要な品目は、新薬及び後発医薬品（一般薬は自動
取り込みで対応）。

• データ提出が必要なのは、新規申請時及び成分･分量欄あるいは用
法･用量欄の変更等、換算係数に影響しうる変更を伴う一変申請時。

• 提出はCSVファイルとし、当面はメール添付にて対応予定（将来的に
はゲートウエイを通じたオンラインでの受付も予定）。
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添加剤DBのリアルタイムアップデート
に関する取り組み

今後のスケジュール

• 早ければ、本年度中の運用開始を検討中（試行期間を設定予
定）。

• 運用にあわせて、換算係数の算出マニュアル等の提供を行う
予定である。

• データベースの運用が安定してきた時点で、添加剤使用量
データの公開についても検討している（知財保護の観点から、
業界とのすり合わせが必要）。
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まとめ
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医薬品添加剤は医薬品の安全性を大きく左右する
可能性を有する成分であり、近年は高機能な添加
剤など、従来なかった添加剤も増えている。

その一方で、現状の添加剤に対する取り扱いは、旧
来の「無毒・無害」な添加剤を基本としたものであり、
時代遅れの感がある部分も存在する。これからの時
代の医薬品添加剤に見合った取り扱いを考えていく
必要があるかもしれない。


