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先端科学技術への対応



業界

その他の団体
（ＡＭＥＤ、産総研、
物材研、基盤研、国衛
研、感染研、ＨＳ財団、

など）

・ＡＩを活用した医療機器等、既存の評価の考え方や規制では適切な対応が困難な先端科学技術
の出現を踏まえ、製品への活用が期待される先端科学技術の情報をレギュラトリーサイエンス
センター自らが積極的に収集する機能を強化。

・収集した先端科学技術情報をレギュラトリーサイエンスセンター内で選別し、科学委員会、横
断的ＰＴ、関係各部で評価を行い、国際的整合化も配慮しつつ報告書やガイドライン案を提案。

・審査等業務及び安全対策業務の質の向上や最適な対策の実施とともに、公表された評価の考え
方等により、製品の実用化の促進や、医薬品のライフサイクルを通じた適正使用を推進。

学会・アカデミア

各課題にふさわしい枠組みで検討

科学委員会

横断的ＰＴ

各部との連携

・科学委員会報告書

・ガイドライン作成・改廃
（厚労省等と共働）

・適切な規制のあり方や
評価の考え方（Point to 
considerなど）の発出

（国内外からの情報）

※必要に応じICHトピック提案・IPRP提案、
ICMRA活動にも繋げる

国
内

海
外

連携

※ＩＣＭＲＡ活動とも連動

FDA

EMA

WHO、各種コンソーシ
アム、など

各種の枠組みを利用し
広く情報を収集

厚労省

新技術課題を広く調
査し、関係部室と協
力してＰＭＤＡで対
応すべき課題を整理

レギュラトリー
サイエンス
センター

ICMRA

連携

先端科学技術への対応について



WS 1のミッション

各規制当局のホライゾンスキャニング手法を解析し、ベストプラクティスを見
出し、規制当局が直面している共通の課題の解決法を探ること

WS 1   

WS 2

WS 3

PMDA/MHLW

EMA, HPRA

Health Canada

ホライゾンスキャニングの方法論

ホライゾン・スキャニングの結果の活用

承認制度に関する新規のアプローチ

リード プロジェクト

 ICMRA （International Coalition of Medicines Regulatory Authorities）は、平成 24 年に発足した薬事規制当局
国際連携組織で、日、米、欧、中、ブラジルなど 22 カ国・地域を中心とする薬事規制当局の責任者が参加し、
国際活動の優先順位や活動の重複による無駄の排除等を議論する。

平成 29 年 10月に京都で開催されたICMRA 会合で、「イノベーションプロジェクト」を開始することに合意。
以下 3 つの活動を行い、革新的技術に対する早期の規制対応を各国協調のもと促進する。

 「ホライゾン・スキャニング」とは、レギュラトリーサイエンスに基づき、どのような革新的技術が登場しつつあ
るのか網羅的調査と、それが規制に及ぼす影響の評価を行い、革新的技術に対する適切な規制構築に役
立てる取組
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ICMRAイノベーションプロジェクト



審査・安全等の関係部

科学委員会

• 医薬品・医療機器審査等業務の科学的な課題に関する審議。

• 科学委員会委員は、医歯薬工などの外部専門家で構成。委員名簿
は 専門部会委員も含め公開。科学委員会、専門部会とも個別事例
を基に議論することがありうるため、会議は非公開。ただし、議事録
は原則公開。

• 個別品目の承認審査には関わらない。公正性の確保。

科学委員会事務局

意見交換

図 PMDAと科学委員会の関係

連携

PMDA

○専門部会

△専門部会

□専門部会

親委員会

テーマを選定し、専門部会を設置する。
専門部会委員の選定を行う。

科学委員会の意見とPMDA

の審査等業務の調整、科学
委員会報告書の作成支援

具体的業務内容

理事

レギュラトリーサイエンス
センター長
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科学委員会は、医薬品や医療機器の審査業務などの科学的な課題を議論するPMDAの業務から独立した機関として組織された。
この科学委員会と連携するとともに、その活動を支援するために科学委員会事務局を設置している。



【これまでのPMDA科学委員会】の成果

第１期（平成24年5月～平成26年3月）

第２期（平成26年4月～平成28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
・抗が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

・プラセボ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
・整形外科インプ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

第３期（平成28年4月～平成30年3月）

・アカデ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

－日進月歩の科学の中で－
・希少がんの臨床開発を促進するための課題と提言 2017

－アカデミア及びレギュラトリーサイエンスの視点から－
・ＡＩを活用した医療診断システム・医療機器等に関す課題と提言 2017
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井関 祥子 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子発生学分野 教授
井上 純一郎 東京大学 医科学研究所 分子発癌分野 教授
今泉 祐治 名古屋市立大学 理事・副学長・教授
岩田 敏 国立がん研究センター中央病院 感染症部長
上田 龍三 愛知医科大学 医学部 教授
遠藤 玉夫 東京都健康長寿医療センター 所長代理
大江 和彦 東京大学大学院 医学系研究科 教授
小澤 敬也 自治医科大学 客員教授
小澤 正吾 岩手医科大学 薬学部 教授
門田 淳一 大分大学医学部附属病院 病院長
許 俊鋭 東京都健康長寿医療センター センター長
楠原 洋之 東京大学大学院 薬学系研究科 教授
後藤 俊男 理化学研究所 創薬・医療技術基盤プログラム プログラムディレクター
佐谷 秀行 慶應義塾大学 医学部附属先端医科学研究所 遺伝子制御研究部門 教授
高倉 喜信 京都大学大学院 薬学研究科 教授
鎮西 清行 産業技術総合研究所 健康工学研究部門 副研究部門長
西川 秋佳 国立医薬品食品衛生研究所 客員研究員
平家 俊男 兵庫県立尼崎総合医療センター 院長
松井 茂之 名古屋大学大学院 医学系研究科 教授
光石 衛 東京大学 大学執行役・副学長・教授
門田 守人 地方独立行政法人堺市立病院機構 理事長
山口 照英 日本薬科大学 薬学部 客員教授

委員長

副委員長

第４期科学委員会委員名簿（平成３０年４月～）



１ 薬剤耐性菌感染症治療薬の臨床評価

発生が稀な薬剤耐性菌による感染症の治療薬の有効性及び安全性に関

する開発段階から製造販売後までの情報収集とその評価方法について留
意点等をとりまとめ、今後の承認審査や治験相談に活用する。

２ ゲノム編集技術を応用した医薬品等のリスク評価の
考え方

ゲノム編集技術応用した医薬品等が抱えるリスクとして考えられる、
目的としないゲノムＤＮＡ部位に変異が入る可能性（オフターゲット）、
全ての細胞で目的の変異が導入されない事象（モザイク）など、現在考
えら得れるリスクを俯瞰し、それらをどのように評価できるのか、その
考え方を取りまとめ、今後の承認審査や治験相談に活用する。
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第４期科学委員会のテーマ第４期科学委員会のテーマ



活動について

 PMDA内の複数の関係部署・専門分野が横断的に連携するプロ
ジェクトチーム

 医薬品・医療機器の開発促進、審査基準等の国際連携の推進、
審査迅速化につながる基準やガイドライン等を作成

 課題ごとにワーキンググループ（WG）を設置し、関係機関、
アカデミア、関係業界および外国規制当局等との意見交換を通
じて必要な検討を行う

 ワークショップの開催、学会講演、厚労省での通知等の作成へ
の協力等を通じて基準やガイドライン等の公表に努める

 WGについて

 現在、オミックス、心血管、国際共同治験、ナノ医薬品、小児、
オーファン医薬品、コンパニオン診断薬、ICH Q12対応、CIN
対応、革新的製造技術の計10のWGが活動している。
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横断的基準作成等プロジェクトについて



横断的PTの各WG活動並びに各専門分野において、H26年度からH29
年度までの4年度で、計10（内、H29年度においては3）の最新技術の
評価等に係るガイドライン通知を作成し、厚労省からの発出に協力した。

(H29年度作成、発出に協力した主な通知）
小児医薬品WG：
「小児集団における医薬品開発の臨床試験に関するガイダンスの補遺
について」
（薬生薬審発1227第５号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）

オミックスWG：
「ゲノム試料の収集及びゲノムデータの取扱いに関するガイドライン
について」
（薬生薬審発0118第１号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）

ICH Q12対応WG：
「医薬品の品質に係る承認事項の変更に係る取扱い等について」
（薬生薬審発0309第１号、薬生監麻発0309第１号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬
品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長連名通知）
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横断的基準作成等PTの活動成果



人材育成等



レギュラトリーサイエンスセンターの主な業務
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１．PMDA業務に関連する先端科学技術への対応と情報発信

• 医薬品・医療機器・再生医療等製品への活用が期待される先端科学技術の情報を積極的

に収集し、ステークホルダーとの議論を踏まえて評価の考え方や規制のあり方等をまと

める。⇒科学委員会やホライゾンスキャニング等の実施

２．申請電子データ・リアルワールドデータの活用推進

• 申請電子データの品目横断的解析結果に基づき医薬品開発・評価に資するガイドライン

等を作成する。

• 医療情報等のリアルワールドデータの活用を推進し、実医療下での医薬品等の有効性・

安全性情報を収集・解析することで、製販後安全対策の高度化を図る。

⇒申請電子データ及びリアルワールドデータから得られる情報を最大限に活用し、医

薬品等のライフサイクルを通じた最適使用や革新的製品の開発への活用を目指す。

３．人材育成

• 業務上の科学的課題への職員による対応とその成果の発信を支援する。

• クロスアポイントメント制度等を含めアカデミアとの連携を通じてRSの推進と人材交

流・人材育成を図る。

⇒アカデミアとPMDA職員双方の知識獲得

レギュラトリーサイエンスセンターの取組みを通じて、
製品開発や市販後安全対策等のさらなる効率化を促進



包括的連携協定に関する活動

12

アカデミア等と連携し、レギュラトリーサイエンスの推進と有効性・安全性・品質
確保及びその信頼性保証において医療水準の向上に貢献するために、専門機関と広
範な分野で協力・連携を進める体制を構築する。

○ 協定締結数：９施設
国立がん研究センター（平成28年2月）、広島大学（平成28年3月）、慶應義塾（平成28
年3月）、筑波大学（平成28年3月）、国立精神・神経医療研究センター（平成28年7月）、
東北大学（平成28年10月）、国立国際医療研究センター（平成29年3月）、
国立循環器病研究センター（平成29年7月）、国立成育医療研究センター（平成30年1月）

包括的連携協定の例

人材交流 （必須事項）
（ＰＭＤＡへの恒常的な職員の出向、ＰＭＤＡからの派遣等）

ＰＭＤＡ職員の大学院入学・学位取得客員教員派遣・受け入れ

教育課程編成参画大学院生の受け入れ・指導 学位審査参画

情報交換情報発信・普及啓発人材育成 共同研究



包括的連携協定の特徴
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連携対象：連携対象は大学に限定せず、国立高度専門医療研究センター
（ナショナルセンター）、質の高い臨床研究を進める病院や研究機関等
とする。

人材交流：連携関係の基盤を人材交流とすることで、人材育成と連携
テーマの実行可能性の向上を図る。

連携テーマ：特徴ある効果的な連携の実現を目指して、連携項目や内容
を双方で協議しながら選択、設定する。

包括的連携協定



包括的連携協定による活動：人材交流
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• 人材交流として、医学、薬学等で連携先とPMDAの交流を多数実施。

• PMDAでは審査業務や安全対策業務等で医療現場の経験を活かして活躍。

人材交流※

27名

4名

※連携協定締結から2018.3.31迄の延べ人数



包括的連携協定による活動：人材育成・共同事業
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人材育成
 講師派遣、勉強会、意見交換会、臨床現場見学、

委員会見学等を延べ37件実施した。

臨床現場見学

・勉強会
・意見交換会
・委員会見学
・研究協力

共同事業
 AMED研究事業における研究協力や国際的事案対応に

おける協力等の共同事業を延べ5件実施した。

講師派遣



連携大学院制度

ＰＭＤＡの職員が社会人入学の形で大学院生となる又は大学院生が修
学職員となり、ＰＭＤＡの業務に従事しつつ、ＰＭＤＡ業務に関連し
た研究を行うことにより、学位取得を目指す制度

19大学と協定締結（平成３０年４月１日現在）

山形大学

筑波大学
岐阜大学

静岡県立大学

千葉大学

神戸大学

武蔵野大学

日本で最初にＲＳの正式講座を作った大学

平成22年7月

京都薬科大学

就実大学

北海道大学

岡山大学

岐阜薬科大学

横浜市立大学

薬学系

医学系

工学系

連携教授等
の配置

連携
連携大学院
協定等の締結

PMDA業務に
関連した研究

大学院

職員又は
修学職員

学位取得

大阪 大学
帝京 大学

金沢 大学

名古屋市立大学

名古屋大学
熊本 大学
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革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業
（平成24～28年度）での成果について
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審査員の出向（派遣）

大学等研究機関 医療機関等

医薬品医療機器総合機構

国立医薬品食品衛生研究所
研究者の受入

・革新的技術の習得
・審査等の迅速化・質の向上

・レギュラトリーサイエンス
に精通した人材の育成
・適切な研究開発の促進

人材交流による人材育成の推進

本事業に採択された24施設と以下の活動を行った。

• 人材交流は、派遣が130名、受入れ64名(H26~28 延べ人数)。

• 医薬品関連19、医療機器関連28及び再生医療等製品関連10
件のガイドライン案等の作成に協力し、ホームページで公開。

• ガイドライン案に基づく10件の通知発出に協力。

基準、ガイドライン等の早期作成
革新的な技術の実用化促進



指定研究・自主研究関係



自主研究

1. PMDA業務と関連性あり
2. 選定・評価委員会で内容の報告義務有
3. 業務時間外に活動
4. 不開示データ使用不可
5. PMDAの資源（PC、図書等）が使用可
6. 研究計画届、COI提出義務有
7. 発表にPMDAの肩書きを使用
8. 成果公表の申請要（論文、ガイドライン、学会発表など）
9. 投稿料等の助成あり
10.人事評価の対象外
11.内容次第で、指定研究へ変更要請の可能性あり

指定研究

1.PMDA業務の一環
2.選定・評価委員会で実施の可否を諮る
3.業務時間内に実施可（エフォート率指定）
4.不開示データ使用可
5.PMDAの資源（PC、図書等）が使用可
6.研究計画書、COI提出義務有
7.PMDAの肩書きを使用
8.成果公表の申請要（論文、ガイドライン、学会発表など）
9.研究費の助成あり
10.人事評価の対象
11.内容次第で、自主研究又は本来業務へ変更要請の可
能性あり

ＰＭＤＡの業務として実施

自主研究は、
①ＰＭＤＡの業務に関連し、
②ＰＭＤＡから便宜の提供を受け、
③ＰＭＤＡの肩書きを使用する、

ものであるため、研究内容について最低限のＣＯＩ等
のルールの遵守を求めるもの

ＲＳ研究規程、ＲＳ研究COI管理規程の対象
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COIの管理と研究倫理についての研修を実施して職員の研究の向上をサポート

PMDA役職員の行う指定研究と自主研究のイメージ

PMDA役職員により実施されている研究には、業務として行う指定研究と業務外で行う自主研究があり、研究に必要
な経費はPMDAが助成している。 ※平成23年8月10日付『PMDA におけるRS研究に関する基本的考え方』
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