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• PMDAでは、医薬品・医療機器・再生医療等製品の品質・有効性・安全性の科学的な評
価・判断に資するレギュラトリーサイエンスに係る取組みを進めてきた。

• 平成30年4月１日に、レギュラトリーサイエンスセンターを設置し、PMDA内のレギュラ
トリーサイエンスに係る活動を組織的に一元化することで

 PMDA業務に関連する科学的課題への対応の強化及び効率化

 審査等業務及び安全対策業務の質の向上

 レギュラトリーサイエンス関連情報の発信により各ステークホルダーとの議論を活
性化を図る。

レギュラトリーサイエンス推進部
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先端技術評価業務調整役

スペシャリスト
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レギュラトリー
サイエンスセンター

レギュラトリーサイエンスセンターの設置

平成30年3月まで 平成30年4月から



• 調査計画、結果解釈の支援
• 承認審査課題に応じた薬剤疫
学調査 など

●NDB、MID-NETⓇ等の医療
情報を活用した薬剤疫学調
査、安全対策手法の研究

●MID-NETⓇの運営管理

●品目横断的解析・疾患モデル
構築、M＆S手法の研究

●リアルワールドエビデンスに
基づく承認申請データの評価

・リアルワールドデータ、電子データを用いた承認審査と市販後調査・安全対策
の連携強化

・アカデミア等外部機関との連携によるレギュラトリーサイエンスの推進

審査・安全対策の質の向上、革新的医薬品等の開発に資する
ガイドライン等を積極的に発信する。

●科学委員会
●横断的基準作成等PT
●ホライゾンスキャニング
●包括的連携協定
●研究の管理・推進

研究支援
・推進部

医療情報
活用部

次世代評価
手法推進部

審査部門

安全対策
部門

（旧医療情報活用
推進室）

（旧次世代審査等
推進室）

（旧レギュラトリー
サイエンス推進部）
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• 高度な解析技術や解析結
果解釈の支援

• 疾患領域の特徴を踏まえ
たモデル構築 など

• 調査計画、結果解釈の支援
• 安全対策課題に応じた薬剤疫
学調査 など

• 品目横断的解析結果に基づく安全対策
• 安全性マーカーの探索 など

レギュラトリーサイエンスセンターの機能について



MID-NETの概要
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承認申請電子データの提出・利用のイメージ



研究支援・推進部

最新科学技術を踏まえたGL等作成、
PMDA内外のRS連携、企画調整

• 科学委員会、横断的基準作成等PT、
ホライゾンスキャニング、包括的連携、
研究の管理・推進等

次世代評価手法推進部

平成28年10月データ受付開始

新医薬品の治験データを
集積したデータベース

• 最も詳細かつ精度が高い臨床データ
• 新薬の臨床試験データを集積

有効性・安全性に影響する候補因子を抽出

• 投薬後の症状を表現する数理モデル※を作成し、
多様な背景因子の患者の症状推移をシミュレー
ション（モデリング&シミュレーション）

• 複数の類薬のデータを品目横断的に解析して、
患者背景因子と有効性や有害事象との関連性を
検討

※ある現象の時間変化等を数式を用いて模倣する

製販後の医療情報での検討

• 薬剤疫学的手法により、候補因子を中心に
有効性・安全性との関連性を検討

継続的なベネフィット／リスク評価
(適切な投与患者、用法・用量、注意喚起等の検討)

• グローバルな基準の導入・運用
• 先進的なデータ解析手法・薬剤疫学的手法の導入と開発

貴重なデータを最大限有効活用

専門家育成、知識の醸成
・国内アカデミアとの共同研究
・海外規制当局・海外アカデミアとの
連携

レギュラトリーサイエンスセンター
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医療情報活用部

NDB、MID-NETⓇ等の
医療情報データベース

電子カルテ

DPC

レセプト

• 高品質で多様なデータを
用いた医薬品安全性評価

治験データでの検討

レギュラトリーサイエンスセンター
平成3０年度から
検討開始、データ
集積に合わせて
徐々に対象拡大。

平成３０年度か
ら開始。徐々に
対象拡大。



科学委員会の必要性



（平成24年5月〜平成26年3月）
・ 医薬品の開発・承認審査に関わる個別化医療の現状評価に関する議論の取りまとめ
・抗がん剤の非臨床薬理試験に関する取りまとめ
・ iPS細胞等をもとに製造される細胞組織加工製品の造腫瘍性に関する議論のまとめ

（平成26年4月〜平成28年3月）
・ プラセボ対照試験の現状と考え方
・抗悪性腫瘍薬開発における非臨床試験の活用に関する提言
・整形外科インプラントの強度評価への数値解析使用に関する報告書
・医療機器の小児への適応評価のあり方に関する議論のまとめ
・再生医療等製品の品質確保における基本の考え方に関する提言

（平成28年4月～平成30年3月）
・ 希少がんの臨床開発を促進するための課題と提言 2017 
・ アカデミアと企業との連携による創薬を促進するための課題と提言 2017 
・ AI を活用した医療診断システム・医療機器等に関する課題と提言 2017

科学委員会における議論の取りまとめ報告書
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（活動中のワーキンググループ）
・ コンパニオン診断薬WG
・ オミックスWG
・小児医薬品WG
・ オーファン医薬品WG
・ ICH Q12（医薬品のライフサイクルマネジメント）対応WG
・ CIN（患者レジストリ）対応WG
・ ナノ医薬品WG
・国際共同治験WG
・心血管系リスク評価WG
・革新的製造技術（連続生産等）WG

横断的基準作成等プロジェクト
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国立がん研究センター
広島大学
慶應義塾
筑波大学
国立精神・神経医療研究センター
東北大学
国立国際医療研究センター
国立循環器病研究センター
国立成育医療研究センター

筑波大学大学院人間総合科学研究科
横浜市立大学大学院医学研究科
山形大学大学院医学系研究科
岐阜薬科大学大学院薬学研究科
神戸大学大学院医学研究科
千葉大学大学院医学薬学府／医学研究院
武蔵野大学大学院薬科学研究科
岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科
帝京大学大学院医学研究科／薬学研究科
就実大学大学院医療薬学研究科
静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府
大阪大学大学院医学系研究科／薬学研究科
京都薬科大学大学院薬学研究科
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
名古屋大学大学院医学系研究科
名古屋市立大学大学院薬学研究科
北海道大学大学院医学研究科
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科
熊本大学大学院医学教育部／薬学教育部

包括的連携協定連携大学院協定

アカデミアとの連携について
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医薬産業政策研究所 産業レポート No.5 ２０１４年１２月 より引用



治療満足度・薬剤貢献度 (HS振興財団平成27年度国内基盤技術調査報告書）
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: Serine

: Inositol

P

O

O
-

OX

（20:4）

リン脂質の構造

炭素数

二重結合数

生体膜はリン脂質二重層により構成される



ホスファチジルコリン (PC)

マウス肝臓

ホスファチジルイノシトール (PI)

生体膜を構成するリン脂質脂肪酸鎖は多様性に富む



マウス肝臓

ホスファチジルイノシトール (PI)

生体膜を構成するリン脂質脂肪酸鎖は多様性に富む



+/+

中間帯

皮質板

サブプレート

-/-

中間帯

皮質板

サブプレート

+/+ -/-

LPIAT-/-マウス胎仔における脳構造の異常(E18.5)



LPIAT1 gene SNP & human diseases

LPIAT1 SNPs & liver diseases（NASH、hepatitis C virus, etc）

The MBOAT7-TMC4 Variant rs641738 Increases Risk of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in 

Individuals of European Descent.

Gastroenterology. 2016 May;150(5):1219-1230.e6. 

The MBOAT7 variant rs641738 alters hepatic phosphatidylinositols and increases severity of non-

alcoholic fatty liver disease in humans.

J Hepatol. 2016 Aug 9. pii: S0168-8278(16)30421-4. 

MBOAT7 rs641738 increases risk of liver inflammation and transition to fibrosis in chronic hepatitis C.

Nat Commun. 2016 Sep 15;7:12757. 

Association of MBOAT7 gene variant with plasma ALT levels in children: the PANIC study.

Pediatr Res. 2016 Nov;80(5):651-655. 

A genome-wide association study confirms PNPLA3 and identifies TM6SF2 and MBOAT7 as risk loci 

for alcohol-related cirrhosis. 

Nat Genet. 2015 Dec;47(12):1443-8.

LPIAT1 mutation & epilepsy and autistic features

Mutations in MBOAT7, Encoding Lysophosphatidylinositol Acyltransferase I, Lead to Intellectual

Disability Accompanied by Epilepsy and Autistic Features.

Am J Hum Genet. 2016 Oct 6;99(4):912-916. 



脂肪肝 肝炎 肝癌健康な肝臓 肝硬変

・NASH患者は、国内に約100-200万人いると推定される。

・NASHは、肝硬変や肝癌へと進展する恐れがある。

・発症機構は解明されておらず、治療法が確立されていない。

J. Clin. Med. 4, 1977-1988(2015).

非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH)



exon1 2  3     4            5                 6          7              8  3’UTR

C→T

LPIAT1

Gastroenterology, 150, 1219-1230(2016)

肝臓におけるLPIAT1の発現量 肝臓におけるトリグリセリド量

LPIAT1の発現低下とNASHの発症リスクが
相関している



肝臓

+タモキシ
フェン

Lpiat1Δ/ΔLpiat1flox/flox

LPIAT1欠損成体マウスでは脂肪肝を呈する



PACDP-DAGPI

LPA

DAG TAG

PG

G3P

リン脂質とTAGの合成経路はDAGの段階で分かれる

CL

PE

PC

PS

リン脂質 中性脂質



PACDP-DAGPI

LPA

TAG

G3P

アラキドン酸鎖を付加できないPI はPISを抑制できないため

に、PIからトリグリセリドへ変換がより促進される

中性脂質

PI

DAG

PA
DGKε18:0/20:4 18:0/20:4

18:0/20:4

DAG

DAG

18:0/20:4 18:0/20:4

PLC

LPIAT1

18:0/18:2 18:0/18:2

18:0/18:2

18:0/18:2

18:0/18:2

PLC

PIS

リン脂質


