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欧州医薬品庁 2010 年へ向けてのロードマップ 
将来に向けた基盤整備 

要旨 
 

ヨーロッパ連合(EU)における医薬品分野の継続的発展を目指す積極的な取り組みの一環として、欧州医

薬品庁(EMEA)は、ヒトおよび動物の健康増進と保護に、今後一層貢献し、医薬品の規制環境改善、Ｅ

Ｕ内の革新・リサーチ・開発の活性化を促すための戦略を策定した。 

その戦略に関する協議過程において、提携先および利害関係者の方々と関わることは、当庁の運営環境

における重大な変化について考え、当庁が目指す最善の方向性について幅広い合意を得る機会となった。 

その結果生まれたこのロードマップは、当庁とＥＵ規制制度が全体として直面する諸問題を現実的に捉

える一方、それらの課題を解決するために実行可能な提案をしている。 

また、このロードマップ実施の究極の目標は、まず、ロードマップに示す最初の 10 年間で得られる成

果を基盤に、更に未来の成功へ向けて適切な基盤整備を行うことである。 
 
厳しい規制環境  

EU における近年の政治、制度、法律そして科学の発展は、今後の規制環境に多大な影響を与えると考

えられる。 

2004 年 5 月 1 日の EU 拡大と 2005 年 11 月までに施行予定の新医薬品政策(new Community 
pharmaceutical legislation)は、EU 規制制度において、EMEA だけでなくその提携先および利害関係

者に相当な課題を提起している。 

新加盟 10 ヶ国(MSs)と各国薬事当局(NCAs)の統合や、2007 年に見込まれる 2 ヶ国の追加加盟は、効率

的規制制度の運営をより複雑なものにするであろう。また一方で、EMEA の活動範囲拡大を意図する新

（医薬品）政策は、ＥＭＥＡの資源・人材と利害関係者の期待に応え得る力に対して圧力をかけつつあ

る。 

しかし、経済、社会、環境の再生を目指すリスボン戦略(Lisbon strategy)などのような政治的方針は、

ＥＵを基盤とする医薬品産業の競争力を高める大切な要因である。 

また、遺伝子治療、薬理ゲノム、プロテオミクス、異種移植(xenotransplant)などの先端技術や新治療

法の導入で、科学環境は劇的な変化を遂げる様相を見せている。これらの発達は、絶え間ないグローバ

ル化に照らし合わせて検討される必要があるだろう。 

そして、これらの課題に直面してもなお、各提携機関、42 以上の各国薬事当局、3500 人を超える科学

専門家を伴い、EMEA の基盤を成すネットワークモデルが、その責任を担う分野において、質の高いサ

ービスを提供できることを実証していかなければならない。 
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ＥＭＥＡにもたらされる成果  

これらの発展は EMEA にとって課題であるとともにチャンスでもある。EMEA はヒトと動物の健康に

関して一層の配慮をする責任があり、EMEA の活動の科学的要素はますます重要になるであろう。また、

EMEA の認知度と影響力はＥＵ内に限らず、国際規制環境においてもより速いペースで拡大するであろ

う。 

最終的には、変化する規制環境が及ぼす影響と、それに適応するための EMEA 戦略により、EU 規制

制度は世界で第一線の規制システムのひとつとなるため、更に確固たる地位を築き、それによってヨー

ロッパの人々にとって最大の利益をもたらすと考えられる。 
 
新行動計画  

EU 内の政治・制度・法律そして科学の発展が刺激となって、EMEA は 2004 年初頭に将来の活動計画

を決定するための行動を開始させた。４月には討議のための文書「欧州医薬品庁 2010 年へ向けてのロ

ードマップ－将来に向けた基盤整備」が作成、公表され、公の協議(public consultation)が行われた。 

３ヶ月にわたる協議期間中、およそ 65 の出資団体－EU 機関、各国の保健当局、患者団体、医療専門

家組織、製薬会社、業界団体、学界、その他の利益団体－から意見が提出され検討された。 

このロードマップは、EMEA の進むべき方向性や目標、またそれらの目標を実現するために EMEA が

実施すべき具体的行動計画を定めたものである。 
 
ＥＭＥＡの構想  

EMEA の今後の主な構想は、安全で効果的な医薬品への迅速なアクセスを可能にすること、適切な説明

を受けた患者やユーザーに医薬品を供給すること、EU 内の革新とリサーチを促進すること、国民の健

康に関する新たな問題に取り組むこと、医薬品分野の発展に向けた整備を行うこと、および EU レベル

での優れたネットワーク構築のため EMEA と各国薬事当局の連携を強化することである。 

当庁は保健重視、科学主導、透明性のある運営、そして責任ある優れた管理を実践する規制機関として

の地位の維持と強化に努める所存である。 
 
発展のための前提条件 

EU 規制当局間のこれまでの提携を更に確固たるものにし、EMEA のネットワークモデルを一層強化す

ることは、EU レベルでの卓越したネットワークの構築につながり、EU 規制制度の将来の成功にとっ

て極めて重要である。 

そのためには、各国薬事当局がどのようなかたちで規制システム全体に最大限貢献できるかを考える必

要がある。特に、各国薬事当局は従来通り、もしくは、可能であるならばこれまで以上に質の高い科学

的資源・人材を提供して EMEA に貢献していく必要があることを強調する。特に、高度な専門性を備

えた専門家の確保は大変重要である。 

EMEA は全体的に質の高い効率的な業務運営を行うために、確固たる品質保証システムを整備していか

なければならない。これは、結果として評価過程における品質・規制・科学的一貫性を保証した EU レ

ベルでの管理システムの構築につながるはずである。 

更に、各国薬事当局と EMEA の協力体制を促進する質の高いＩＴ基盤を EU 全体に整備するために、

EMEA は加盟各国と共に EU 全域にテレマティック戦略を展開する必要があると考える。 
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また、新事業および事業拡大という点から、最大限の効率を追求するために、EMEA 事務局(Secretariat) 
は業務プロセスと組織構造を見直す必要がある。特に、事務局の科学的役割が高まるなかで、スタッフ

の科学的専門性・特徴を高め、人材を強化すべき分野を見極めることは必要不可欠である。 

もし、EMEA が患者や利用者にできるだけ早く安全で効果的な医薬品を提供することに専心するのであ

れば、財政面を考慮に入れた適切な業務負荷と資源・人材計画が優先されなければならない。 
 
ロードマップに示された目標 

ロードマップは、今後 10 年以内に達成されるべき優先目標として次の 5 項目を定める。 

最高水準の科学的評価  

グローバル化する今日の医薬品産業において、新有効成分の開発はより複雑でコストがかかるようにな

ってきている。そのため、例えば科学的評価の一貫性を高めるために行う、同分野における専門家たち

による査読・検討を強化するなど、確固たる品質保証システムによって支えられた科学的諮問プロセス

を強化する必要がある。また、非EU諸国の規制当局とより一層の協力―相互基準比較―が必要である。

また、特定分野における科学専門家不足と余剰については十分に話し合われるべき問題であり、現在確

保されている科学専門家の専門性・知識を最高水準に保つため、適切な措置を取る必要がある。新医薬

品政策は、このような課題改善に貢献していく。 

安全で有効な画期的新薬へのタイムリーなアクセス  

EMEA は、市場に届く医薬品の安全性を保証する質の高い評価プロセスという点に妥協することなく、

中央審査方式(centralized procedure)の業務効率を更に高める努力をしていかなければならない。特に、

重篤な、あるいは生死に関わる病状の患者には、画期的新薬へのタイムリーなアクセスは多大な利益と

なるであろう。今後も、当庁はそのような医薬品評価のためのグローバルな基準作成を目指す国際的取

組みを支援していく。また、改正医薬品政策も、その支援となる新しい手段をいくつか提供している。 

医薬品の継続的監視 

市販後医薬品安全性監視の積極的な取り組みと危機管理計画の導入は、EU 市場での継続的な医薬品監

視を促進するであろう。その取り組みにおいて、加盟各国との更なる協力は最も大切なものであり、特

に、新治療法という革新的分野において非加盟国の規制当局と協力することは重要であろう。規制側は、

全体的な市販後医薬品安全性監視体制が、安全性に関する諸問題を効率的でタイムリーに処理できるよ

うに整備されているかどうか確認する必要がある。そして、新しい法的手段は、このような取り組みの

支援となるであろう。 

情報へのアクセス 

EMEA は、情報へのアクセス性を高め、利用しやすく情報量に富んだ透明性のある組織として対外的な

イメージを向上させるため、欧州委員会(European Commission)で合意に至ったイニシアティブを確実

に実行していく。また、EMEA は利害関係者および一般向けに発信した情報の適切さと、情報対象の的

確さを絶えず向上させるため、医療専門家、患者、医薬品ユーザー、学界および学術団体から組織的フ

ィードバックを得る予定である。そして、EuroPharm や EudraVigilance のような臨床試験データベー

スは、医薬品に関する質の高い情報を提供する重要なチャンネルとなるであろう。また透明化政策の実

施および新医薬品政策から派生した他の透明化に向けた方策は、各国薬事当局との協力のもとで行われ、

その結果、ＥＵの透明化とコミュニケーション戦略の発達へとつながるであろう。 
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動物用医薬品の具体的ニーズ  

また、特に注意を払われなければならない多くの獣医学上の問題がある。その中には、希少使用及び希

少動物(MUMS)用医薬品の不足、ヒトおよび動物における抗菌剤耐性(microbial resistance)発達の可能性、

ある医薬品クラスが環境に与える影響に関しての安全性、ＥＵにおける市販後医薬品安全性監視活動の

効果的な適用などが挙げられる。 
 
具体的活動項目 

EMEA は、自ら定めた重点目標を達成するために、以下に述べる具体的活動を含む実施計画を作成した。 

• 異なる医薬品規制分野において、全ＥＵ規制当局間の連携を強化し、EU レベルでの優れたネッ

トワーク構築を目指す。また新たに、当庁及び各国薬事当局の科学的活動に最適な人材の確保に

取り組み、専門家不足の分野におけるネットワーク強化に努める。 

• 科学的アドバイスを提供する最良の環境を整えるため、現行の業務手順の枠組を改正し、科学的

評価業務の質、および規制・科学面における一貫性を高めるために、EMEA 事務局から科学委員

会(Scientific Committee)に提供される科学的サポートのレベルを向上させる。 

• 患者への安全性に関して妥協することなく、医薬品へのより迅速なアクセスを目指して新医薬品

政策によって想定された業務手順を実施する。画期的新薬・技術・治療法、動物用医薬品、ジェ

ネリック医薬品・非処方箋薬、生薬製剤などを対象とした特別措置を実施する。 

• 特に、市販後医薬品安全性監視への更なる積極的取り組みを行い、EU 市場における医薬品の継

続的監視を促すためのオプションを探求する。 

• EU の医薬品、バイオ技術、医療産業におけるリサーチと革新を刺激する。それにより、適切な

製品開発のツールキットを発達させ、画期的新薬開発における障害解決への取り組みを可能にす

る。 

• 中小企業にインセンティブを供与する。 

• EU 全体において適正な医薬品の製造管理および品質管理に関する基準(GMP)と医薬品の臨床試

験の実施に関する基準(GCP)の連携を強化する。 

• 特に、有用、透明かつ包括的な情報を患者・医薬品ユーザーや医療専門家に提供することに重点

を置き、当庁の透明化とコミュニケーションを促進するためのイニシアティブをとる。 

• 医療機関、大学、学界、学術団体およびその他の利害関係者と十分な意見交換を行う。 

• 引き続き、テレマティックシステムの EU 全域への普及と発展を促進する。 

• EMEA と非 EU 規制当局との国際協調を強化する。 

このロードマップ実施計画に示された行動計画の多くは、すでに当庁の 2005 年計画プロセスに組み込

まれている。EMEA の提携先や利害関係者との緊密な協力のもと、これらのイニシアティブの微調整は

2005 年を通して続けられる予定である。そして、その他の行動計画は 2010 年の実施完了を目指して、

今後の業務計画に組み込まれる予定となっている。 

また、追加的イニシアティブの必要性については、定期的に見直しが行われ、進捗に関するフィードバ

ックは EMEA マネージメント・ボード（管理委員会）(Management Board)と欧州委員会に対して定

期的に報告されることになっている。 
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第一章 
 
序文 

今後の EMEA 構想の主要点は、EU におけるヒトと動物の健康保護と増進を更に強化し、拡大 EU に

おける革新とリサーチを奨励、促進することである。これが適切に実施されるために、EMEA のネット

ワークモデル(networking model)の更なる強化と EU 規制当局間の確固たる連携を最重要課題として、

EU レベルでの優れたネットワーク構築を図る必要がある。 

EMEA ロードマップの第一部では次の 3 項目を取り上げる。 

(1) 変化する環境における今後の EMEA の位置づけ。 

(2) そのような環境における EMEA の発展（達成目標を含む） 

(3) EMEA の目標達成のための前提条件 
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第二章 
変化する環境 

2.1  現在の環境 

欧州医薬品庁（EMEA）は 1995 年に設立された。 

そして、EMEA が現在掲げる基本理念は 

「以下の項目を実現することによって、ヒトと動物の健康保護と増進に貢献する。 

(1) EU 全体の科学的資源・人材を動員して、質の高い医薬品評価と、研究開発計画に関するア

ドバイスを行い、ユーザーと医療専門家に有用かつ明確な情報を提供する。 

(2) 効率的かつ透明性のある運営を発展させ、欧州における単一製造販売承認(single marketing 
authorization)を通じて、ユーザーが画期的新薬へタイムリーにアクセスすることを可能に

する。 

(3) 特に、市販後医薬品安全性監視ネットワークと畜産動物の残留農薬に関する安全基準設定を

通じて、ヒトおよび動物用医薬品の安全性を管理する。」 

EMEA は、EU における高水準の医薬品評価と監視を確実なものとするため、加盟各国の科学的

資源・人材を結びつけるネットワークとしての機能を果たす。また、当庁は他国の提携機関と緊

密な連携を図り、EU の国際協調への貢献を強化している。 

そして、EMEA の調整をもとに EU の医薬品政策が EU 各国規制当局にネットワークを提供して

きたという点で、現行の EU 規制制度は国際的規制環境の中でも独自のものである。 

そのようなネットワークモデルによる利益は多大である。たとえば、EMEA レベルで各国薬事当

局から最高水準の科学専門知識・専門家を集め、共通基準を用いて画期的新薬を評価し、EU 内の

患者や医薬品ユーザーに新薬への迅速なアクセスを可能にしてきた。またネットワークモデルは、

承認ルートに関係なく医薬品の評価監視基準統一を更に進めて加盟各国間の協調に貢献してきた。

その結果、各分野間における調整されたアプローチが可能となってきた。 

しかしながら、全体的には成功をおさめているネットワークモデルではあるが、特に EU 規制制

度が今後直面する課題を考慮すると、更なる強化によって利益を得られる分野がまだ存在してい

ることを認識しなければならない。限られた資源・人材を最大限に活用すること、つまり、科学

的アドバイス、透明化、コミュニケーション、および規制措置が与える影響の監視等の分野で、

協調的アプローチを確固たるものにするために更なる調整に加えて、業務の重複を避け、システ

ムの運営効率を高める必要がある。そのようなイニシアティブは全て、適正な規制実施の適用と

合わせて行われなければならない。更に、規制活動を支えるためには、国家レベルの IT システム

と互換性のある適切な IT 基盤を EU レベルで整備することが最重要事項である。 

 
2.2  今後の環境 

EU 規制制度は、法律面（新医薬品政策の与える影響）と制度面（2004 年の EU 拡大の影響）に

おける大きな変化に直面している。 

また、規制システム全体に直接的影響を与えるこれらの重大な変化に加え、進行中の他の重要な

要素も考慮に入れる必要がある。その中には、2007 年のブルガリアとルーマニアの加盟決定、新

たに加盟を求めるトルコなど、2004 年以降の継続的 EU 拡大という政治的要素がある。 
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更に、2000 年 3 月に打ち出された、経済・社会・環境の再生を目指したリスボン戦略のような重

要な政治的方針も考慮に入れなければならない。医薬品および医療バイオテクノロジーは EU の

知識経済の主要な柱であり、医薬品・医療産業は今も EU の産業競争力の礎である。よって、こ

れらの産業は EU の経済競争力を高めるために開かれたリスボン欧州理事会 (Lisbon European 
Council) で定められた目標を遂行するという明確な役割を果たしている。 

今後、規制当局にとって重要な課題のひとつは、市場での医薬品の適切な監視、特に安全面の監

視ができるかどうかという点である。最近、関心を集める画期的医薬品の世界的な撤退傾向は、

市販後医薬品安全性監視への積極的取り組み、言い換えるならば、ヒトと動物の健康を最大限に

保護するための適切なシステム、方法、プロセスの必要性を意味している。 

国際的規制環境の中で取り組まれるべき他の課題の中に、過去数年間における急激な世界的研究

開発費の増加とは裏腹に、画期的医薬品の生産性／革新的生産性の落ち込みに対処することがで

きるかどうかという問題がある。他にも、国際規制環境が、科学・法律・規制面において新技術

導入のための適切な準備ができているかという問題がある。そして、医薬品産業が安心して医薬

品製造・分析分野で新技術を活用し、新しい治療法が示唆するものを確実に予測できるように適

切な対策が取られるべきであろう。 

考慮されるべき他の問題としては、人口の高齢化による影響、医療不足の地域における医薬品需

要の増加、医学・獣医学における医薬品不足の可能性、抗菌剤耐性への高まる懸念、バイオテロ・

化学テロ製剤、その他、保健衛生に関する主な課題（インフルエンザの世界的大流行やＳＡＲＳ

の再発など）への適切な取り組みなどがある。 

獣医学分野では、適切な退薬期間の設定と動物由来食品中の残留物のコントロールを目的として、

（畜産動物種に使用される物質の）残留農薬に関する国際基準(MRL: Maximum Residue Limits)
の設定において、当庁が継続的役割を果たすことによって畜産動物における医薬品の安全性が支

えられると考えられる。 

上記すべての発展に向けて、絶え間ないグローバル化の中で、一層の取り組みが期待されること

を強調しておく。 
これらの変化を単に困難として捉えるだけではなく、むしろ、適切かつ積極的なイニシアティブ

を通じて、拡大ＥＵのヒトと動物の健康保護と増進をはかる新たなチャンスと捉えるべきであろ

う。 
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第三章 
変化する環境の中での EMEA  
 
3.1  影響分析  

変化する環境が EMEA に与える影響は相当なものであろう。欧州経済地域(EEA)内にある 42 の

薬事当局からなるネットワークを伴い、その科学的資源・人材を利用できる EMEA は、世界でも

第一線の医薬品規制機関のひとつとなるであろう。EMEA は、42 を超える各国薬事当局との密接

な連携のもと、EU 拡大が業務の質にネガティブな影響を与えることなく、当庁のネットワークモ

デルが医薬品規制のさまざまな分野で十分に機能することを実証しなければならない。EMEA の

主な役割のひとつは、加盟各国によって供給される科学的資源・人材を引き続き調整することで

あるが、その役割は、原薬・有効成分製造者の査察がすぐに始められる必要があるとされている

医薬品製造管理及び品質基準(GMP)と、市販後医薬品安全性監視の分野に拡大される予定である。 

そして、保健機関との協力によって、各国薬事当局との連携のみにとどまらせず、当庁と欧州食

品安全庁(EFSA)や欧州疾病予防管理センター(ECDC)など保健衛生分野における他の EU 機関との

協力体制を確立させる必要がある。 

ヒトおよび動物の健康と経済の両観点から、EMEA の科学的意見が与える影響はますます大きく

なるであろう。また、EMEA の役割と責任が更に強化されると、EU および国際規制環境におけ

る EMEA の影響力は増大し続け、対外的認知度も一層高まるであろう。その結果、EMEA の役

割と責任も変化し、その活動の科学的要素はより重要になると考えられる。 

EMEA の増大する責任のひとつに、生薬製剤に関する医薬品政策の実施と新たな科学委員会「生

薬製剤に関する委員会(MHPC: Committee of Herbal Medicinal Products）」の設立がある。 

そして、欧州の小児に関するイニシアティブも EMEA に多大な影響を及ぼすであろう。新医薬品

政策は、（新しい、または既存の）小児用薬の開発とその使用に関する情報の入手性を促進するこ

とを目指す。そして、新科学委員会である小児科審議会が EMEA 内に設立され、小児科（学）に

関する研究を行うために欧州小児科ネットワークの調整が求められるであろう。 

また、EMEA の国際的役割も更に高まるであろう。たとえば非ＥＵ規制当局との連携や、日米欧

３極医薬品規制調和国際会議((V) – ICH)の目指す国際協調への重要な貢献、現在、主として市販

後医薬品安全性監視の分野にある世界保健機関(WHO)との協力など、これまでのイニシアティブ

を基に、当庁は WHO とのより一層の協力のもと、非 EU 諸国への支援を増やす考えである。 
 

3.2  今後の課題   

今後数年間における EMEA の主な課題は、利害関係者の一層の期待に応えられる能力があるかど

うかという点である。EMEA は特に患者と医薬品ユーザーのニーズや期待に焦点をあてる。例え

ば、科学的根拠のある意見をタイムリーに提供するための高度な科学知識の適用、ヒトおよび動

物の健康保護と増進のために一層の取り組みを行い、規制および科学的一貫性、予測性、一層の 
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透明化、および、より良い情報とコミュニケーションなど、多くの期待に関してバランスを取る

必要があるだろう。 

更に、EMEA は医薬品業界の産業競争力を伸ばすという極めて重要な役割を担っており、当庁は

経済・社会・環境再生のためのリスボン戦略に関連する諸問題に取り組む必要があるだろう。そ

して、EMEA は安全で効果的な画期的新薬を患者と医薬品ユーザーにいち早く届けるという本質

的役割を担う。そのため、経済競争力の強化とは別に EMEA は EU 市民の生活の質向上に貢献す

る。 

上記の課題に対応して、EMEA は以下に述べるような適切な取り組みを行わなければならない。 

(1) 新医薬品政策に従って EMEA に割り当てられる新たな業務 

(2) 医薬品の安全性とその使用による環境への影響についての新たな認識 

(3) 新製品の評価（遺伝子治療や薬理ゲノム学、プロテオミクス、異種移植など） 

(4) 二国／多国間の科学的協力 

また、中小企業(SMEs) のような医薬品市場のある特定分野にも特別な注意が払われるべきであ

る。 

EU 規制制度のコンセプトは、加盟各国の提携先との緊密な協力により、EMEA 自らが上記の課

題に対する適切な解答を見つけ出すことを求めている。それゆえに、当庁のネットワークモデル

の継続と適応も、加盟各国が、政治・制度・法律・科学面における発展によって変化し続ける環

境に適切に対応できるかにかかっている。EU 規制制度が自らを世界第一線の規制システムとして

国際的な位置づけを図るためには、各国薬事当局がこのシステムに対して、今後どのような形で

最大限の貢献ができるかをよく考える必要がある。つまり、各国薬事当局の貢献がシステム全体

の成功への鍵となるであろう。ネットワークモデルを強化する目的で新たに行われた活動によっ

て既に達成された業績を補完することを目指すためには、全関連団体(parties concerned) の強力

な結束力があってこそ、EMEA と各国薬事当局のネットワークは最大限に機能することを強調し

ておく。このような目標を達成するためには、将来の EU 規制制度の構築に関する共通の理解を

得ることが最も重要である。一度そのような理解が得られれば、次のステップとして、EU 規制制

度の中で行われる様々な活動の責任について完全な透明化を達成するために、すべての関連団体

の（規制、科学、組織、技術など様々な分野における）役割や責任といった重要な問題が話し合

われる必要がある。 
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第四章 
EMEA の今後の発展  
 
4.1  EMEA の構想  

EMEA は、適正な管理を行う一方で、科学重視、運営の透明化という点で第一線の規制機関のひ

とつとしての地位を維持と発展のために努力する。 

そして、ますますグローバル化が進む環境において、EMEA は以下を目標にする。 

(1) 安全で効果的なヒトおよび動物用医薬品注１, 注２への迅速なアクセスを可能にし、適切な説明

を受けた患者と医薬品ユーザーに医薬品を提供する。 

(2) 拡大 EU における革新とリサーチを促進する。 

(3) 新たな保健衛生の課題に適切に取り組み、医薬品分野の発展に備える。 

そのような目標が達成される為には、当庁は各国薬事当局によって提供される質の高い科学的資

源・人材と、適切かつ安全なネットワークを提供できる高水準の IT 基盤によって支えられる必要

がある。 

現在のネットワークモデルを一層強化し、EU 規制当局間の協力関係を促進して、EU レベルでの

優れたネットワークの構築に繋げることは、上記のビジョンを実現するうえで極めて重要である。 

つまり、EMEA はネットワークモデル加盟２５ヶ国を更に統合し機能の近代化を図り、管理上の

障害を減らすことによって、今後数年間にわたって基盤を強化していく予定である。これには、

信頼できる予算と活動計画が必要である。そして、業務の全体的な質と効率を最大限に高めるこ

とは、EMEA にとって主要な目標である。これは、最新かつ高水準の公務を提供する公的規制機

関設立の前提条件であろう。 

その結果、新医薬品政策によって拡大された EMEA の業務範囲を考慮して、EMEA 設立当初の

基本理念は以下のように修正される。 

「ますますグローバル化する環境において、欧州医薬品庁(EMEA)は、以下の活動をもってヒトお

よび動物の健康保護と増進を目指すことを基本理念とする。 

(1) 欧州単一製造販売承認を通じて、安心かつ効果的な画期的新薬と後発医薬品および非処方箋

薬へのユーザーの迅速なアクセスを可能にするために、効率的で透明性のある業務手順

(procedure)を発展させる。 

(2) 特に、市販後医薬品安全性監視ネットワークと畜産動物の体内医薬品残留物の安全基準を構

築して、ヒトおよび動物用医薬品の安全性を管理する。 

(3) 革新と研究を促進し、EU を基盤とする医薬品産業の競争力向上に貢献する。 

(4) 質の高い医薬品評価、研究開発計画に関するアドバイス、基本的な試験・管理に関する基準 

 

 
注１．新薬、後発医薬品、非処方箋薬に適用。 
注２．EMEA と WHO（世界保健機関）の協力体制における、非 EU 諸国向けの医薬品に関する科学的意見提供
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に関係する。 

(GXP)注３の提供が一貫して確実に行われるための監視、およびユーザーと医療専門家に有用

かつ明確な情報の提供を目指して、EU 全体から科学的資源・人材を動員と調整を行う。」 
 

4.2  達成目標  

EMEA がネットワークモデルとして今後 10 年以内に前述の大きな目標を達成するためには、以

下に示される幾つかの具体的目標が達成されなければならない。 

質の高い科学的評価 

グローバル開発計画が複雑化し新有効成分の研究開発コストが増大するにつれて、成果の予測性

が開発計画の鍵となりつつある。新医薬品政策、特に科学諮問プロセスの強化や科学諮問委員会

の導入は、この分野における医薬品業界の懸念解決に貢献すると考えられるが、法律面での変化

に左右されない他のイニシアティブによる補足や、EMEA によるゆるぎない品質保証によっても

支えられるべきである。また、規制面および科学的記憶という点においては、EMEA は科学的評

価結果の一貫性を高め、品質保証システムにおける鍵となる専門家による査読・検討システムの

強化に積極的に貢献すべきである。 

更に、開発計画のグローバル化には、特に、米国食品医薬品局(FDA)や米国農務省(USDA)などの

非 EU 規制当局との一層の協力が必要となる。これによる理想的成果は、科学的評価プロセスの

主要分野における並列審査(parallel reviews)が可能となること、特に、重要な新医薬品や新技術

などのグローバル開発計画が発展を遂げることであろう。また、EU 拡大と法改正により、EMEA
が行う審査の影響力が増大するにつれて、審査プロセスの公的監視の強化が期待される。そして、

非 EU 規制機関を取り巻く業務環境の違いを理解し、それらの規制当局とともに評価基準を作り

上げること(benchmarking)は、各国の事情にあった成果という観点で更に重要なものとなるであ

ろう。したがって、確固たる EU の規制基準が必要とされるであろう。 

EU システムの強みのひとつは、EU の至る所から専門知識・専門家を調達できることである。し

かしながら、ここで EU システムが直面する明らかな課題を強調しておく必要がある。それは、

新治療分野における専門家不足と、彼らの医薬品産業への関与の可能性が低いことであろう。一

般の人々に安心を与えるためには、円滑かつ実用的な方法で機能する透明かつ健全な利益相反メ

カニズムが必要である。労働力のシフトによって、ある分野で専門家不足が起こる反面、別の分

野では専門家の余剰が起こるかもしれない。近年の EU 拡大による新規制機関の導入は、そのよ

うな状況に更なる影響を与えることが考えられる。EU システムの質の低下を防ぐため、また、現

在確保されている科学専門家の専門性・知識を最高水準に保つために、適切な対策が取られる必

要がある。 

安全で効果的な画期的新薬へのタイムリーなアクセス 

近年の中央審査方式はタイミングという点において非常に安定し迅速な審査を実現してきた。新

医薬品政策には、本来のローリング審査（よどみのない審査過程）(rolling reviews)というコンセ

プトはないが、安全かつ効果的な画期的新薬へのより迅速なアクセスを可能にするいくつかの法

的手段を新たに提供していくであろう。また、当庁はたゆまぬ業務改善という土壌を更に育て、

評価過程の質に妥協することなく更なる中央審査方式の業務効率を図り、それによって法律面の

イニシアティブを補足していく。 

 
注３．GXP とは、臨床試験実施に関する基準(GCP)、安全性試験の実施に関する基準(GLP)、製造管理及び品質管
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理に関する基準(GMP) をさす。 
患者や医薬品ユーザーが画期的新薬への迅速なアクセスを求め始めたことによって、投資の増大

にも反して、世界的に革新的（医薬品の）生産性が減少している原因を調査する必要性が出てき

た。特に、医薬品開発過程における支障は何か、またそれに対してどのような改善策を取ること

ができるかという点に注意が払われるであろう。そして、このようなグローバルな課題に対して、

関連諸団体の間で調整的な措置が取られる必要があると考えられる。 

また、画期的新薬へのタイムリーなアクセスは、EMEA と WHO との協力体制の下で、非ＥＵ諸

国に対して医薬品に関する科学的意見の提供を行うための主要目標である。これによって、非Ｅ

Ｕ諸国のための迅速な世界評価基準の確立が可能となるであろう。 

医薬品の継続的監視  

医薬品の継続的監視は、おそらく、当庁の最大の弱点と考えられる課題分野であろう。市販後医

薬品安全性監視への積極的な取り組みと危機管理戦略の更なる発展は、EU 市場における医薬品の

継続的監視を促進する。これを達成するためには、加盟各国との親密な協力体制をより強化する

ことが最も重要であろう。これらの問題は、（ヒト用医薬品に関する）欧州リスク管理戦略(European 
Risk Management Strategy)や（動物用医薬品に関する）欧州市販後調査戦略 (European 
Surveillance Strategy)に関して継続的に行われている討議の中で取り上げられ、それによって、

関係者間の話し合いを可能にするであろう。 

市販後医薬品安全性監視活動を強化するために、新しい法的手段が策定される予定であるが、規

制側は、確固たる科学的評価、公正な規制活動、適切な透明性、および適切なコミュニケーショ

ンと規制活動による影響の監視という点において、効率的かつタイムリーに危機的状況に対応す

るために全体的なシステムが構築されていること確認しておく必要がある。この点において、特

に保健・公衆衛生に与える影響など、規制当局による規制行為が及ぼす影響の監視という分野が、

現在手付かずになっていることを認識する必要がある。更に、欧州疾病予防管理センター(ECDC)
等の関係組織との提携も図られるであろう。 

また、新治療法は、4億 5600万もの人々に提供されてもなお未知の要素であることを考慮すると、

法的手段の適切性という点において大きな課題であろう。この革新的分野における非 EU 規制当

局との協力は、今後、特に重要になるであろう。 

更に、ヒトおよび動物用医薬品監視の重要な側面は、国立政府医薬品管理研究所(OMCLs: Official 
Medicines Control Laboratories)の活動と関係している。市販後調査(post-authorization testing)
において政府医薬品管理研究所(OMCLs)の貢献によって行われる継続的監視は、欧州薬局方委員会

(EDQM)／欧州評議会のサポートのもと、政府医薬品管理研究所(OMCLs)のネットワークとの連携

を促進することによって強化されるはずである。 

情報へのアクセス  
法改正を通じて、または医薬品のイノベーション・供給に関するハイレベルグループの G10 勧告
注４ (G10 Recommendation)や保健相による評議会注５ (Resolution of the Council of Health 
Ministers)のフォローアップとして、情報へのアクセス性を改善するためにいくつかのイニシアテ

ィブが取られる予定である。EMEA は、その権限の枠内において、欧州委員会の担う業務と連携

を保ちながら、情報へのアクセス性向上を目指して合意されたイニシアティブに関する適切なフ

ォローアップを行うため、欧州委員会に対して必要な支援を行っていく。 
 
注４．革新や医薬品の提供に関する、欧州委員会や医薬品産業の代表などからなる医薬品グループ(G10) による

提案 



 16

注５．2003 年 12 月 1 日、2 日に行われた保健相による評議会決議 

EMEA は、“利用しやすく”情報量に富んだ透明性のある組織として、対外的にその特徴をアピ

ールすることによって、このような状況をうまく生かすことができると考える。それによって、

ヒトと動物の健康を目指す EMEA の付加価値が広く人々に認識されるであろう。そして、ある分

野で入手可能な医薬品の包括的情報を一般の人々に提供するために、例えば疾患カテゴリー別の

ような、より分かりやすい方法で情報が提供される必要がある。また、EMEA によって提供され

る情報が継続的に改善され、EMEA の利害関係者に適切かつ的確な(targeted)情報を提供するため

に、医療従事者、患者、医薬品ユーザー、学界や学術団体からの組織的フィードバックが収集さ

れるであろう。これには、読みやすく理解しやすい情報が提供されているかという患者と医薬品

使用者によるユーザーテストというコンセプトも含まれている。また、EMEA が医薬品に関する

独自のデータ資源を確立するために、適切な電子化システムが必要である。そこで、EuroPharm 
と EudraVigilance などの情報システムは、質の高い医薬品情報を広く人々に提供するための重

要なチャンネルとなるであろう。 

EMEA による新透明化政策措置注６の実施や、新たな法的規定から派生した他の透明化を目指す方

策の実施に伴って、これらのイニシアティブは EMEA の透明化とコミュニケーション戦略を発展

に導くであろう。EMEA の透明化とコミュニケーション戦略は、EU 全体の透明化とコミュニケ

ーションに関する戦略の主要な構成要素として、各国薬事当局との協力において発展を遂げるで

あろう。 

そのような戦略は、規制機関レベルだけではなく EMEA の利害関係者レベルにおいても、すべて

の関係団体の役割と責任を明確に定義するであろう。 

また、この点において情報提供による医薬品業界の果たす役割を明確にする必要がある。つまり、

関係諸団体はEMEAとEUの両レベルにおける透明化とコミュニケーションに関する戦略の詳細

について協議する必要があるだろう。 

動物用医薬品の具体的ニーズ  

EMEA は、ヒトおよび動物用医薬品の両方に責任を負っており、今後数年間に EU 規制制度の中

で EMEA が直面する多くの問題は、ヒトおよび動物用医薬品の両セクターに共通する課題である

ため、このロードマップの中で取り上げられている。しかしながら、動物用医薬品には既に具体

的な問題があり、適切な考慮が求められている。動物用医薬品は動物の健康と幸福を守るために

不可欠なだけでなく、動物由来食品が人間の食生活にとって欠くことができないものとなってい

る地域では、特に医学研究所(MRLs: Medical Research Laboratory)の設立を通じて、国民の健康

に与える多大な影響の可能性について考える必要があるということを心に留めておかなければな

らない。 

その他にも、動物用医薬品分野は、EMEA による特別な配慮を必要とする重要な課題がある。た

とえば、EU 全体に見られる、希少動物や希少疾病(Minor Indication)用医薬品などの動物用医薬

品の不足、ヒトおよび動物の体内における抗菌剤耐性発達の可能性に対する不安、あるクラスに分

類される医薬品の環境に対する安全性、および市販後医薬品安全性監視の効果的適用などである。 
 
4.3  目標達成のための前提条件  

EMEA が上記の目標を首尾よく達成するためには、次に述べる前提条件が満たされるべきである。 
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注６．欧州医薬品庁による新透明化政策措置(EMEA/MB/52/03)－2003 年 10 月 2 日採択 

各国薬事当局による質の高い科学的資源・人材の提供  

EMEA の活動のために各国薬事当局が行う質の高い科学的資源・人材提供の継続と強化は、EU
規制制度の成功の鍵である。例えば、高い専門性・知識を備えた専門家を必要不可欠な人数確保

することなど、この前提条件に関する問題点はすでに述べたが、規制制度全体に対してどのよう

にすれば最大限貢献できるのかという点に関して、国家レベルで重大な選択をしなければならな

い。 

EU レベルで優れたネットワークを構築するため、各国薬事当局との緊密な協力のもと、EMEA
はこのような目標を達成するための活動を開始する予定である。EU と国家という二つの要素から

なる EU 規制制度の構造に配慮して、このネットワークを強化するために取られるいかなるイニ

シアティブも、これらの両要素に注意を払う必要があるだろう。システム全体の質向上を究極の

目標としているので、まずはそれを目指すイニシアティブが取られるべきであり、これは、すべ

ての EU 規制機関にとって利益となるであろう。そして、EU 規制制度が直面するいかなる課題

をもよりうまく処理していくため、このシステムは今後徐々に審査センター／専門医療施設のネ

ットワークの中で発展を遂げると考えられる。 

適切な品質保証システムの利用  

規制環境の中で当庁自体をうまく位置付け、利害関係者の期待に応えるためには、全体的な業務

の質と効率が鍵であろう。これには、更に統合された EMEA の品質管理システム（例えば、査察

システムの強化、より正確な業績指標の導入、および危機管理コンセプトの一層の実施など）が

必要である。それによって、科学的評価プロセスの成果において適切なレベルでの質的、科学的、

規制的一貫性を達成することを目指している。 

望ましい管理、適切な規制業務、統合された品質管理は、EMEA 事務局のみならず科学委員会、

調査委員会、そしてネットワークの中で科学的資源・人材の提供者として活動する各国薬事当局

にまで求められる。加盟候補国とのこれまでのベンチマーキングは全加盟国へ拡大され、結果と

してＥＵ全体のベンチマーキングシステム (Benchmarking System)の構築をもたらす。このＥＵ

のベンチマーキングシステムは、品質保証システムを強化するために、全ＥＵ規制機関レベルで

定期的に評価基準の設定が行われなければならない。それによって、継続的な品質向上のために

協調的アプローチが展開されるであろう。 

その結果、EU レベルでの科学的評価プロセス（手順と内容の両面から）に関するあらゆる面が適

切に反映された管理システムが構築されるはずである。 

適切な製品開発ツールキットの利用 

独自の調査によると、革新的（な医薬品の）生産性が落ち込んでいる原因は画期的新薬の開発段

階で生じる障害であることが分かった。そこで、革新的アプローチを探究することによって医薬

品開発段階で生じる困難に対処するためのイニシアティブが取られるべきである。これによって、

基礎研究から商品開発へのプロセスが容易になるはずである。また、このような重要な課題に対

する解決策を見極めるうえで、特に、新治療における医薬品の安全性と効果基準に妥協すること

なく、適切な製品開発ツールキットを発達させるために、EU レベルで入手可能な最高水準の専門

知識・専門家が集結されるであろう。 
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質の高い IT 基盤の利用  

     医薬品に関する信頼できる情報を調和的に収集、検証、評価、普及するための調整役、またはそ

の中枢としての当庁の新しい役割を考慮し、規制手続きをより効率的かつ透明性のあるものにす

るために、EMEA は欧州情報システムを一括して管理運営し、サポートしていくつもりである。

このような目標を達成するために、当庁は断片的な管理運営上の情報システムを、徐々に統合的

な形での情報集積システムや電子媒体による業務ツールに置き換えていくべきである。これによ

って、リアルタイムの電子報告に近いシステムの導入が可能となるはずである。 

そのようなシステムがうまく機能するためには、EU 規制制度を支える IT 基盤全体の質が極めて

重要となるので、加盟国との協力によって、EU を網羅する IT 戦略の更なる構築が不可欠である。

2003 年 7 月の欧州委員会、各国薬事当局、および EMEA によるイニシアティブは、EU レベル

での質の高い IT 基盤構築を目指した方策を含み、医薬品分野におけるテレマティック戦略計画書

(Telematics in the Pharmaceutical Sector-Strategy Paper)の作成に至った。そのような方策の中

には、新しいデータベースの具体的な説明、システムの設計における全関係者の適切な関与、各

設計案の利益／コスト評価が含まれる予定である。 

グローバル化という側面を考慮して、実用性と可能性があるならば、各地域の特殊性を踏まえ、

他の地域との IT 構造と業務手順コンセプトを調整する必要がある。 

欧州医薬品庁(EMEA) における質の高い専門家の利用 

当庁の役割が、科学的な情報の入力・収集を一層必要とする方向に変化していることは既に述べ

た。そのような役割の変化は、スタッフのより高い科学的専門性・特徴によって支えられるはず

である。そのために、EMEA がその資源・人材を強化する必要がある科学的能力分野を見極める

ことは大変重要であろう。よって、十分なトレーニングと能力開発プログラムを組み合わせて実

施していく予定である。 

EMEA の拡大された新業務という点から、それに関する組織構造も見直され改革されるであろう。

基本的な評価という当庁の役割をはるかに超えて業務能力が拡大しつつあることを考慮すると、

EMEA が利害関係者の期待に応えるためには、構築プランの再評価が必要とされている。 

最終的には、当庁の変化しつつある役割は後方支援的かつ管理上のサポートという点で重要な成

果をもたらすであろう。EMEA は新しい環境に対して効率と適応性を最大限に引き出すため、既

存の業務プロセスを綿密に検討し、必要に応じ見直し（改革）を行う考えである。 

適切な業務負荷と人材計画 

ヒトおよび動物用医薬品の規制において増大しつつある当庁の役割によって、慎重な業務量、人

材、財政面を考慮した、多年次計画／長期計画の立案が必要となることを強調しておかなければ

ならない。このため、EMEA ができる限り迅速に患者と医薬品ユーザーが安全かつ効果的な医薬

品を入手できるようにする必要性というものに焦点を当てたプロジェクトが優先される必要があ

るだろう。 

しかしながら、そのような適切な計画プロセスは EMEA だけに限られるものではない。各国薬事

当局が科学的資源・人材の提供者であるという特徴を持つ EMEA のネットワークモデルを考える

時、ＥＵレベルでの資源・人材の調整的計画が最重要事項であろう。 
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また、当庁の財政面に関しては、希少疾病用医薬品（同様に動物用医薬品）、消費者情報、安全性

監視などの分野で行われるその他の活動に資金を供給するために特別な配慮がなされる予定であ

る。 
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第五章 
 
結論 

第一部「欧州医薬品庁戦略」では、2010 年達成期限の計画に関する EMEA の構想について詳し

く述べられており、その計画をどのように達成するかについて質の高い情報を提供している。今

後のイニシアティブは、新しい法規定の実施を盛り込み、法改正に左右されない他の取り組みに

よって補完される。また、各国薬事当局との提携とすべての関係組織との適切なやり取りは、こ

の課題に対処するために大変重要である。そして、他の関係団体は、グローバルネットワークモ

デルを強化するために独自のイニシアティブを十分に検討し、今後の EU 規制制度への EMEA の

貢献を補足することが適切であると考える。 

また、第二部「欧州医薬品庁ロードマップ実施計画」では、具体的な活動とその達成期限の目安

など、当庁の構想をどのように実施するかという具体的情報を取り上げていく。 
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第一章 

序文  

「欧州医薬品庁（EMEA）の戦略」については第一部にて既に述べている。第一部では 2010 年に向け

ての EMEA 構想を詳細に説明しており、また同様にその構想を実現する為の前提条件や達成されるべ

き目標についても触れている。 

第二部では、第一部で既に述べられている重要課題について更に詳しく説明し、また、EMEA が掲げた

目標を達成する為の具体的な活動について明確にしている。これに関連し、このような活動を通じて、

EMEA は EU ネットワークモデルの更なる強化の為に日々邁進していく。当庁の活動項目は以下のと

おりである。 

(1) EU 規制制度が高品質な科学的資源・人材を確保する為、EMEA 事務局がその役割と責任を拡大で

きるようにする為、また、IT の観点からみて整備されるべき必要条件を受け入れる為―これらの目

的を達成する為の対策に特に重点を置く必要のある条件を明確にすること。 

(2) 医薬品ユーザーや患者の安全性に妥協することなく、医薬品への迅速なアクセスの為、また、研究

と革新を促進する為に、EMEA の業務において導入される改革を確立すること。 

(3) 新技術、動物用医薬品、ジェネリック医薬品と市販薬、そして生薬製剤など、特定の医薬品に対す

る追加措置を許可すること。 

(4) 中小企業へのインセンティブの導入とその明確化、当庁と利害関係者との連携の強化、また、EMEA
による国際協調活動の更なる発展を目指すこと。 

(5) 科学的な助言、科学的評価、医薬品の監視、透明化とコミュニケーション、患者へのヒト用医薬品

に関する情報提供、GXP などの分野に対して具体的なイニシアティブを取ること。（第二部、付録

1~6 参照） 

これに関連して、目的を達成する為のイニシアティブの概要や、これらの活動の達成予定期限を示した

行動計画も公開されている。 

合意されたイニシアティブに対しては、毎年の審査によって適切に進捗管理され、必要に応じて追加・

修正がなされる。更に 2006 年末までには、2007-2010 年における活動の詳細が EMEA Management 
Board（管理委員会）に提示される。EMEA 主導のあらゆる活動に関して、EMEA Management Board
（管理委員会）と欧州委員会に定期的にフィードバックがなされる。 
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第 2 章 
EU 規制制度の組織化に関する EMEA 構想の実施について 
 
2.1 欧州医薬品庁ネットワークモデル 
 
現状  

ヒト・動物用医薬品に関する現行の EU 規制制度は EU 独自のコンセプトであり、EMEA によって調

整された全ての EU 規制当局間におけるネットワークを提供している。このネットワークモデルにおけ

る各国薬事当局からのインプットの一つに、EMEA への科学的資源・人材の提供があげられる。 

EU 規制制度は医薬品規制に関して３つの主要な役割（科学的評価、承認医薬品の監視、医薬品の評価・

監視の為の技術的要件の調整）を担っている。中央審査方式の範囲が最近拡大されたことにより、ヒト・

動物用医薬品のライセンス取得方法の選択肢はかなり減少しているものの、規制制度では未だに様々な

ライセンス取得方法が存在している。 

EU 規模でデータベース（例：EuroPharm, EudraVigilance, EudraCT）を発展させる為、IT 分野など、

すべてのEU規制当局間が密接に協力していかなければならない分野があることを強調しなければなら

ない。 

優れたネットワークの確立  

EMEA の構想の実現の為には、EU における優れたネットワークの構築を進めつつ、全ての EU 規制当

局間での協力体制を更に強化する必要がある。このような優れたネットワークの確立は、EU 規制制度

が今後数年間に直面するであろう、政治的・制度的・立法的・科学的な課題に確実に対処できることを

保障するものである。 

EU 規制制度は、次の 2 本の柱に特徴づけられる。 

(1) 加盟国が国の責務を果たすことができるようにする為に、各国薬事当局によって行われる活動に関

する国家レベルでの構成要素。（例：市販後医薬品安全性監視・調査活動に関して、国内申請の科

学的審査や加盟国市場の全製品の監視などの分野について） 

(2) 汎 EU 活動への（科学的な）専門知識・専門家の提供など、各国薬事当局による貢献に関するヨー

ロッパレベルでの構成要素。（例：市販前後の承認業務に関する中央審査方式におけるライセンス

取得方法や分散型審査許可方式の業務手順に関するもの、調停、照会業務、ガイダンスの整備など

に関する協調への取り組み） 

重要なのは、ネットワークモデルの強さ・効率のレベルは最も弱い連携によって決まるということであ

る。ゆえに、EU レベルでのネットワークモデル強化の取り組みは、弱点を排除しその強度を高めるこ

とに焦点をあてていくことである。さらに、そのような取り組みにおいては国家やヨーロッパ双方の柱

に重点を置かなければならないだろう。 

しかし、ネットワークを更に強化するには、一方では、国民に対する公衆衛生の責任要件を満たす為に、

加盟国が EU 規制制度に十分なインプットを提供できること、また他方では、加盟国が自国の希望や可

能性に応じた様々なシステムに参加できるような柔軟性のあるシステムの枠組みを発展させることが

求められる。どのような場合においても、ネットワークの更なる発展について何よりも大事なのは、状

況に応じた専門知識・専門家が利用可能で、希少資源・人材を最も有効な方法で活用することである。

それにより、作業の重複を省くことができるからである。 

EU レベルでの優れたネットワークを構築するにあたり、2 段階のアプローチが取られるだろう。第一
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段階では、制度の全体的な品質の強化に重点をおく。これにより EU 規制当局に利益がもたらされるだ

ろう。また、第二段階では、審査センターや専門医療施設の緩やかな発展において、制度の更なる進化

を見ることができるだろう。 

第一段階：EU 規制制度の全体的な質の強化 

ネットワークモデルのいかなる発展も、EU 全体の規制活動の質を相互に高めることに主に力を入れな

ければならない。これにより、あらゆる EU 規制当局が国やヨーロッパレベルの活動への貢献に関する

規制制度を維持し、さらに強化することができる。 

満たされるべき前提条件： 

• EU における最高水準の科学的専門知識・専門家の利用可能性 

第一部で既に述べているように、EU 規制制度の強みの一つである「EMEA の戦略」、すなわち、

EU 内のどのような場所からも専門知識・専門家を得ることができるこの戦略は、同時に弱点にも

なりうる。（例：新療法分野の専門的知識の欠乏、EU 拡大と業務負荷の変動によって生じた他の分

野での過剰な人材投資など。） 

EU レベルでの科学的能力の強化は、異なるライセンス取得手段に 1 つの科学的基準を適用するう

えで極めて重要であり、EU 規制当局が最新技術の継続的な発展に迅速に対応できるようにする。 

EU にてトップレベルの科学的資源・人材を入手するには、下記のことが必要である。 

― ヒト・動物用医薬品に関する科学的専門知識・専門家の最新リストを EU 全体で確立し、医薬

品規制のあらゆる側面を補うこと。 

  そのようなリストの確立にあたっては、既に EMEA にて利用可能で、現在は当庁の専門家デ

ータベースに含まれている、任命を受けた専門家のリストを各国薬事当局が慎重に審査するこ

とが必要である。各国薬事当局が専門知識・専門家の幅を広げ、国レベルであらゆる専門知識・

専門家―学界や学術団体からの専門家を含む―が利用可能になるよう考慮することが重要で

ある。 

  これを達成する為には、必要に応じて規制当局と学界/学術団体間のより良い協力と協調が求め

られる。 

  EU 全体にわたる科学的専門知識・専門家リストの確立により、EMEA の専門家データベース

に、EU レベルで入手可能なトップレベルの科学的専門知識・専門家に関する最新の情報をイ

ンプットすることができる。そのような情報のリストは、EMEA だけでなく全ての規制当局に

とって信頼できる情報源となり、EU 規制制度全体に利益をもたらすものである。ある活動に

おいて、どのような専門知識・専門家が最も適しているのかについての判断を容易にするには、

EMEA の専門家に関するデータをより精度の高いものにする為に必要な対策を講じる必要が

ある。 

― 不足している、または不十分な専門知識・専門家に関して、EU レベルで認識すること。 

  このような情報のリストが一度構築されることにより、どのような分野で専門知識・専門家が

不足しており、改善措置を取る必要があるのかについて分析されるだろう。 

  これは、例えば食品医薬品局（FDA）や米国農務省（USDA）、あるいは WHO などの特定保

険機関等、非 EU 加盟国からの専門知識・専門家の利用(機密保持協定計画の範囲内で)も含ま

れる。
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― EU レベルでの適切な業務量と資源・人材計画 

  すでに明確な形で取り上げられており、実際に（規制）制度が現在直面している難問に対処す

るには、作業量の効果的な計画や資源の(再)分配が最優先事項である。（例：1.）安全上の新た

な懸念に加え、照会業務手順に沿った製品クラスの科学的審査に関するもの、2.) 各国医薬品

規制当局代表主導によるプロジェクト、「市販後安全性監視の資源に関するアンケート調査」

において明らかになった、国の市販後安全性監視制度の運営に関するもの、3.) 中央審査方式

の枠内で行われる臨床試験に関する基準(GCP)調査の実施に関するもの（これによって、製造

販売承認申請における定期調査政策を現在実施することができない）。）この観点において考慮

されるべき事は、専門知識・専門家が不足しているとみなされる分野があるという事実、また、

異なる活動間（ヨーロッパ VS 国家）の資源の(再)分配により、医薬品規制のいくつかの分野

から、必要な科学的資源が奪われてしまうような状況を導くべきではない、という事実に関す

るものである。 

  さらに、仕事の重複と資源の無駄使いはできるだけ避けるべきであるが、医薬品承認分野の品

質保証を更に高めるために、資源の適切な利用とバランスを取る必要がある。ゆえに、業務の

共有などの目的を達成できるよう、各国医薬品規制当局代表レベルが既に取っているイニシア

ティブをさらに促進するべきである。 

  したがって、この複雑な状況に適切に取り組む為、業務量と資源・人材計画に向けて EU 全体

が協力して取り組まなければならない。EMEA がその職務を果たす為に―それは各国薬事当局

からの適切な資源・人材によって支えられているのだが―来年に向けての当庁の業務計画案が

EMEA 取締役会によって一度承認されれば、この取組みは、業務量と資源・人材に関する年次

計画立案過程において、各国医薬品規制当局代表レベルで適切に検討されなければならない。 

― EU レベルでの能力開発の強化 

  専門知識・専門家の水準を維持し、更に発展させる為に主として重要なのは、ヒト・動物用医

薬品規制の様々な分野の専門家達に、質の高いトレーニングを提供することである。 

  各国医薬品規制当局代表レベルが既にイニシアティブを取っている。このため、2001 年 11 月

にプロジェクトチームが結成されたが、その目的は調和のとれた科学的審査の促進と適切な知

識獲得の助けとなるよう、経験の無い、またはベテランの審査官達に、費用効果の高い方法で

可能な限りのあらゆる訓練を実施することである。このイニシアティブを確立するには、

EMEA と各国薬事当局のトレーニングプログラムの更なる統合化を図り、能力開発分野におい

て全ての EU 規制当局間の連携を強化することが必要である。その為に、市販後安全性監視や

GCP などの分野もまたトレーニングの対象となるけれども、新治療（法）など特に未知の分

野(white spots)に重点を置いた創薬や新薬開発分野において、医学界や学術団体が規制当局に

質の高い専門訓練を提供できるよう、これらの団体と議論を交わす必要がある。EU における

能力開発を強化するには、EU レベルでのトレーニング活動を最大限に利用する為に、EU 能

力開発戦略(EU Competence Development Strategy)の構築が必要である。この EU 能力開発

戦略は、上記二つのイニシアティブにリンクさせる必要がある。すなわち、EU 全体で利用可

能な科学的専門家リストを構築することと、EU レベルでの適切な業務量と資源・人材に関す

る計画を立てることである。この戦略では、たとえば遠隔学習法(e-learning)のような、新しく

効果的で、時間と費用を節減できるようなトレーニング方法の導入を考える必要がある。 
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• EU レベルでの適切な品質保証制度の利用可能性 

強固な品質保証制度確立の必要性については既に第一部、「欧州医薬品庁の戦略」で述べている。

第一部ではまた、質の良い管理と規制の実施や、統一された品質管理の為の必要条件が、EMEA
（例：事務局、科学委員会、調査委員会）から、EMEA ネットワークモデルに科学的資源・人材を

提供している各国薬事当局にまで拡大することを強調している。 

EU レベルで継続的な品質改善に向けて協調して取り組むために、以下のことが求められる。 

  － EU ベンチマーキング制度の開発 

    各国医薬品規制当局代表レベルが、この EU ベンチマーキングシステムの構築に向けて既にイニシ

アティブを取っている。各国医薬品規制当局代表レベルによる提案は、ＥＵベンチマーキングシス

テムが、最良の実施基準を達成するために特定の業務指標によって支えられた、高水準の指標によ

って構成されていなければならないということを見越したものである。汎欧州規制評議会(PERF)
によって実施されたベンチマーキングで使われた手法をもとに、その実施に対する自己査定や同じ

分野の専門家による査読・検討過程での決定について更なる一貫性と明確性の部分を改良したこれ

らの提案によって、最終的には、全てのＥＵ規制当局間における定期的なベンチマーキングの実施

に繋がっていくだろう。これは、ＧＭＰ視察団の合同監査(the Joint Audit Programme for GMP 
inspectorates)によって補完されるものである。（第二部付録 6 を参照） 

  － 現行の同じ分野の専門家による査読・検討システムの強化 

    あらゆる品質保証制度と同様、医薬品承認分野における品質保証を強化することによって、科

学的審査全体の品質を高めることが重要である。限られた組織（例：中央審査方式業務に関す

る報告担当機関/第二の報告担当機関、分散型審査許可方式に関する情報提供加盟国(Reference 
Member State: RMS)、審査担当国の活動）によって実施されている科学的審査に関する同じ

分野の専門家による査読・検討システムは既にＥＵレベルで行われているが、更に強化するこ

とによってより大きな利益をもたらすだろう。中央審査方式に関しては現行の同じ分野の専門

家による査読・検討システムを修正することにより、実施されるだろう。これにより、科学審

査過程についてＥＭＥＡ科学委員会での決定の質が高まり、科学的、規制面での一貫性も高ま

るだろう。CHMP（ヒト用医薬品に関する委員会）や、CVMP（動物用医薬品に関する委員会）

に関する詳細は、第 2 部付録 2 を参照。また、HMPC でも同様の取り組みが行われている。 

  － 継続的な組織の改善 

    新医薬品政策は、効果的で安全な医薬品をより早く、患者や医薬品ユーザーに提供するという

特別の目的を持った医薬品規制の分野において、一連の変化を与えるだろう。当庁の調整的な

役割が強化されるにつれ、ネットワークとしてのＥＭＥＡの組織もまた強固なものとなる。し

かしながら、主にシステムの複雑さに関連する分散化された構造には、落とし穴があるだろう。

不十分なシステムの構築を避ける為に、ＥＵ規制制度に関連する医薬品規制のあらゆる側面に

おいて、明確な役割と責任が定義される必要がある。特に課題となるのは、透明化とよりよい

コミュニケーションづくりに向けて、ＥＵで共通の問題として取り組むことである。（第 2 章、

付録 4 参照）さらに、継続的な業務プロセスの改善は、業務手順を効果的に改善し、重複を避

けながら発展する必要がある。これによって、入手可能な資源を最も有効に活用することがで

きる。また、システムの技術的な改善に特に注意が払われなければならない。（詳細は、第二

部、第二章 2.3、「EU の IT 戦略」を参照） 
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第二段階： EU 規制制度の将来図 

EU 規制制度の更なる発展とその維持の必要性が認識される一方で、第一部「欧州医薬品庁の戦略」で

述べているように、政治、制度、立法、そして科学的発展から生じる結果が考慮されなければならない。

その考慮すべき主な要素とは、1.革新的なヒト・動物用医薬品の承認に関する業務を EMEA に移行す

ること、2.今後数年間で、そのような革新的な医薬品に係る承認申請件数の伸びがそれほど見込まれな

いこと、3.新技術の導入、4.最近のＥＵ拡大による潜在的な資源・人材提供の急激な増加、の 4 つであ

る。これは、最高品質の科学的資源・人材への強い要求に見合うものでなければならない。これによっ

て、EU レベルでの確固たる意思決定への到達とつながる。 

今後数年間の傾向性や、質の高い科学的専門知識・専門家への要求、規制業務のアウトプットのなどの

分野において、最も適切に調和の取れた結果としてＥＵ規制制度の将来図を設計するには、今後 10 年

間で EU にもたらされる専門知識・専門家を最も効率よく利用することに十分考慮する必要がある。こ

れには二つの問題がある。 

(1) 必要な資源・人材について慎重に吟味したのち、最も効果的な資源・人材計画を達成する最良の方

法は何か？ 

(2) 業務の不必要な重複を避け、加盟国間にて業務分担するにはどのような方法が最適か、またどのよ

うな仕組みを取り入れるべきか？ 

 これについては、「EU における能力と利益に関するアンケート」―既に各国医薬品規制当局代表レベ

ルに回覧されている― を通じて、ＥＭＥＡが既にイニシアティブを取っている。このアンケートの

狙いは、各国薬事当局が今後 EMEA の活動（科学的な助言・プロトコル作成の補佐、承認前後に関

わる報告担当機関・第二の報告担当機関、調査委員会、市販後調査、査察や政府医薬品管理研究所

（OMCL）の解析能力などに関する活動）に参加する為の準備を検討する為である。この調査結果に

より、EU 規制制度の一部、もしくは全ての面への積極的な貢献に対する加盟国の現在の取り組みが

イメージし易くなり、これまでとはやや異なった状況をみせている。ある分野では EU の活動（科学

的な助言・プロトコル作成の補佐、照会、査察、OMCL の解析能力）への積極的な参加の意志を表明

している加盟国はあるが、規制当局によって取り扱う業務量は大きく異なっている。その他の分野

（例：承認前段階における科学的評価業務）では、より専門化される傾向が見られる。 

 第一段階で述べているように、ＥＵ規制制度のクオリティを更に高め、全てのＥＵ規制当局に利益を

もたらすことにより、制度が自然に発展すると共に、アセスメントセンターや専門医療施設も今後数

年にわたり段階的な発展を遂げるだろう。新しい概念の形成におけるＥＭＥＡの役割は、そのような

構造（それ自体）を開発するのではなく、開発をサポートすることである。ゆえに、各国薬事当局は、

将来の課題に取り組むために、どういう構造/組織体制が最も適切なのか判断するにあたり、国レベル

で協議しなければならない。将来のＥＵ規制制度の最良の組織形態について、全てのＥＵ規制当局間

で更なる議論が必要である。これらの議論において考慮されるべき事は以下の通りである。 

 



 28

(1) アセスメントセンター構想の実現には、さまざまな可能性がある。第一に、３つのタイプのアセ

スメントセンター（例：総合サービス施設、欧州の活動を限定的にサポートし、専門医療施設と

して活動するアセスメントセンター、国家活動をサポートするのみの各国薬事当局）の設立であ

る。第二の可能性としては、専門分野を共有する少なくとも 2 つの各国薬事当局から成るアセス

メントセンターの設立である。そのようなシステムを取ることにより、現体制において中央審査

方式を継続させることができるだろう。またその他にも、ＥＵ規制当局間の連携を促進すること

によってネットワークがうまく機能し、これら当局が最高品質の科学的専門知識・専門家を有効

に活用できるようになるだろう。第三の可能性は、各国薬事当局が科学的評価の一部を専門とす

る、いわゆる「エアバス・モデル」の構築であろう。 

(2) 特に重要なのは、そのようなアセスメントセンターをどのように選ぶかである。これには、最も

適切な選択業務プロセスについてＥＵ内で合意を得る為、全てのＥＵ規制当局を巻き込んだ徹底

的な議論が必要である。クオリティの高いアウトプットを達成することが、選択の原動力となら

なければならない。これらの施設の発展は、専門家・専門知識（のレベル）に応じて業務が割り

当てられた時に成功する。EMEA に最高の科学的専門知識・専門家が提供される為には、明確で

透明性のある業務手順が導入される必要がある。当庁に科学的専門知識・専門家を提供する為に

選ばれた組織・機関の業務の品質をはかる為に、契約の取決めには適切で十分詳細な指示が示さ

れなければならない。 

(3) 分極化された業務分担によってもたらされる長期的な結果を考慮しなければならない。評価にお

ける優れた分極化は、評価基準に差異を生み出してはならない。なぜならば、アセスメントセン

ターや専門医療施設の業務において、認識に誤差が生じるかもしれないからである。さらに、こ

れは今後の EU 規制制度に起こりうるリスクかもしれないが、科学的知識を独占するものであっ

てはならない。そのような制度は挑戦や競争の機会を奪うかもしれないからである。さらに、そ

の制度はいつでも加盟国が参加できる仕組みであるべきである。 

(4) 各国薬事当局が純粋に法律的な観点（例：法の適合性）からだけでなく、科学的観点（例：各国

薬事当局が医学分野におけるノウハウを徐々に失うリスク）から鑑みて、活動に参加しない可能

性がある場合についても、考慮しなければならない。 

(5) 将来的な制度への資金調達は最も重要である。業務の配分は融資基準とは切り離して行われるべ

きであり、レベルの高い科学的知識・専門家の獲得を目指していかなければならない。さらに、

公正な補償と、ネットワーク内の連携強化を目的とした報奨金の可能性も検討されるべきである。 

(6) 第一段階で述べたように、制度の品質の維持と更なる向上に関する全ての点は、アセスメントセ

ンターや専門医療施設（構築）の構想にも適用できる。また、国を超えた科学的専門知識・専門

家の活用によって、より一貫したネットワーク作りを確立できるので、アセスメントセンターの

発展に関係なく、EU 内で専門知識・専門家をより有効に活用するにはどのような方法がよいの

か検討する必要がある。これによって、EU レベルで行われる業務に貢献できる機会がさらに増

え、より小さな行政機関を形成することができる。 
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行動計画 

EU レベルでの優れたネットワーク構築に関し、EMEA 構想実現のための取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
EU 規制制度の全体的な品質を高めるために 
• EU レベルで、トップレベルの科学的専門知識を入手できるように

する為に： 
- ヒト・動物用医薬品規制のあらゆる面に関する、入手可能な科

学的専門知識・専門家の最新リストを EU 全体で確立するこ

と。 
- 不足した/不十分な専門知識について、EU レベルで確認するこ

と。 
- 不足した/不十分な専門知識を非 EU 国や特定保健機関からの

知識で補い、完全なものにすること。 
- EMEA の専門知識・専門家に関するデータベースを更に改良

すること。 
- 各国医薬規制当局代表レベルによるフォローアップディスカ

ッションを通じて、EU レベルで適切な業務負担や資源計画を

たてること。 
-  「EU 能力開発戦略」の開発により、EU における能力開発を強

化すること。 

 
 
2006年第1四半期 
 
 
2006年第2四半期 
 
2006年第4四半期 
 
2005年第3四半期 
 
第 2・４四半期 
（毎暦年） 
 
2006年第2四半期 

• 適切な品質保証システムを EU で実現するために： 
- EU ベンチマーキングシステムの導入： 

ア）システムの開発 
イ）システムの導入 
ウ）第一回ベンチマーキング（サイクル）の実施 
エ）第一回ベンチマーキング（サイクル）の評価 
オ）以降、ベンチマーキングを通常サイクルで実施 

- 既存の審査制度の強化 
- EU 規制制度において医薬品規制の全ての面に関わる役割と責

任を明確に定義するなど、更なる組織改善の導入 

 
 
2005年第1四半期 
2005年第1四半期 
2006年第2四半期 
2006年第2四半期 
適用外 
2005年第4四半期 
2006年第1四半期 
 

EU 規制制度の将来図にむけて 
• 「ＥＵにおける能力と利益に関するアンケート」の回答をもとに、

EU 規制制度の望まれる発展について、全ての EU 規制当局間で協

議すること。 

2005年第1四半期 
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2.2 欧州医薬品庁事務局 

基本方針 

科学委員会を通じた EMEA の主な責務の一つは、ヒト・動物用医薬品に関するあらゆる側面に対して

科学的な、また一貫した規制上の観点から意見を提供することである。 

この責務を果たすため、EMEA は科学委員会に対し技術的・事務的にサポートし、必要な専門的知識・

専門家を追加するのと同時に、EU 規制制度ネットワークモデルの範囲内で、当庁が各国薬事当局より

入手したヨーロッパの科学的資源・人材の調整を行う。 

EMEA 事務局は「委員会に対し、技術的・科学的、そして事務的なサポートを行う」ので、このような

役割は新医薬品政策の法規定の範囲内で拡大される。当庁の科学的役割の範囲は当庁職員に関するもの

だけでなく、当庁にとって不可欠であり、各国薬事当局から集められた科学的人材で構成された委員会

も含まれていることを強調しなければならない。新医薬品政策の制定によって生じる主な課題とは、

EMEA がその科学委員会やその他 EU の機関の調整を行うことである。 

任務を的確に遂行するために、EMEA は新医薬品政策において求められるように、事務局の科学的役割

を拡大する予定である。EMEA 事務局は、各国薬事当局の専門家の役割に対し、相補的役割を持つだろ

う。したがって、科学委員会のメンバーや専門家の活動と事務局の活動が重複し、同じような業務が重

ならないようにする。EMEA 事務局は科学委員会と密接に協力し、科学委員会の意見や提案において科

学的・規制的性質と一貫性を保護することに焦点をあてていく。結果として、EMEA は品質管理センタ

ーとして更に発展することができる。明確化された役割と責務は、新医薬品政策の条項を十分尊重した

うえで決定されるだろう。これには、事務局と製薬会社の交流、また、科学委員会のメンバーや専門家

と製薬会社の交流に関する、製薬業界への明確な指導も含まれるだろう。これはまた、2003 年 7 月に

実施された旧欧州医薬品委員会の監査結果によるものであることに留意しなければならない。 

EMEA 科学委員会の業務に関して、事務局からのインプットが増えることにより、EU 規制環境の質が

全体的に高められなければならない。これによって、拡大 EU のさらに複雑な規制制度に対して、適切

で質の高い管理ができるようになる。ヒト用医薬品の評価を担当する部署/団体において、医薬品の製品

サイクルにおけるプロダクトチームリーダーという新しい概念は、これらの製品の評価の過程において、

調整範囲を拡大する為にさらに強化される。更にどのような組織変更を EMEA に導入すべきか分析が

行われ、この分析結果をもとに、再組織編成が行われる。特定の医薬品に関わる EMEA の科学行政官

は、規制プロセスに関わるあらゆる組織のまとめ役とみなされるべきであり、科学的アドバイスから販

売承認や市販後承認の業務手順の異なる段階において、さまざまな科学委員会レベルで補足的なインプ

ットを提供しなければならない。特にこれは、EMEA 科学行政官の現行業務に加え、新医薬品政策の枠

組みの中での職務に関する下記の一部のリストが含まれるだろう。 

(1) EMEA 科学委員会から供給される科学的記録を通じ、科学的審査過程の品質を保証し、あらゆる

申請過程の結果について規制面や科学的一貫性を明確にすること。特に、EMEA 科学行政官は、

以前の業務手順やこれまでに与えられた規制的アドバイスまたは指導についての科学的記録情報

に関する必要なデータを提供し、科学委員会のメンバーや専門家達が円滑に評価を行えるように

する。また、行政官は科学委員会評価報告書の最高責任者であり、科学評価の結果に関して必要

な全ての正当事由が、最終評価報告書の中で十分に具体化され、製品情報に正確に反映されてい

ることを保証する。結果として、EMEA 事務局は品質保証や規制監視、科学面での一貫性に関し

て同じ分野の専門家による査読・検討制度に重要なインプットを提供できるだろう。 
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(2) 科学委員会がその必要分野を決定するにあたり、追加されるべき専門知識・専門家のニーズを特

定し、それに関し提案をすることによって委員会を補佐すること。 

科学諮問委員会(Scientific Advisory Groups)に対するEMEAの秘書的／書記的役割と中央審査方

式で処理された申請の安全上の懸念に関する手順管理に関連して、これは特に重要なものである 

(3) 科学委員会が設けた基準をもとに、審査の促進と条件付承認の適格性を決定するにあたり、科学

委員会を補佐すること。 

特に、EMEA 科学行政官は、科学委員会がその適格性を判断するにあたり、委員会に道理に基づ

いた提案を行う責任がある。 

(4) 新医薬品政策の要件のとおり、EMEA の投資家とコミュニケーションを取るうえで必要な情報を

さらに改善すること。 

(5) 規制当局の決定の影響を調査し、その後適切にフォローアップする為に、科学委員会に調査結果

を報告すること。 

(6) ガイダンス資料作成時、科学委員会へのサポートを強化すること。これによって、評価段階にお

いて科学委員会と作業班に対し、同等のレベルのサポートが提供されなければならない。 

提案が科学的に実証されたものであり、法的必要条件に則ったものであるか、実現の可能性は考

慮されてきたか、新しい基準が設けられる前にできるだけ幅広い協議がなされているか、という

点について特に注意が払われなければならない。 

EMEA 事務局の拡大された職務に関し、新医薬品政策に基づいて行われるその他の活動について述べた

い。このような政策に従い、EMEA は、共通の関心事に関連した類似した職務を遂行しながら、新医薬

品政策の下で設立されたその他団体の意見や EMEA の科学的意見との間で生じる摩擦の潜在的可能性

を早期発見し、その解決策を見出すことに特別な役割を果たすものである。遺伝子組み換え生物から成

る、もしくはそれを含む医薬品の環境への潜在的危険性の評価において、EMEA が拡大された職務を遂

行することができるように、環境保護庁(EPA)にも協力を求めていく。環境へのリスクに関する適切な

ガイダンスの作成によって、ヒト・動物用医薬品の使用により起こりうる環境へのリスクを発見し、理

解し、最終的に抑制できるなど大きな成果がもたらされるだろう。 



 32

さらに、ネットワークモデル強化のために、EMEA は以下のことを実施する。 

(1) 系統的な組織編成や各国薬事当局の職員のための研修の調整。           （第二部 

第二章 1、「欧州医薬品庁ネットワークモデル」参照） 

(2) 新技術が与える影響について議論する為に、学界や産業部門で開拓される可能性のある医薬品開

発の新技術に関する知識を EU 規制制度へ統合。                   （第

二部 第三章 2、「新技術に関する具体的ニーズ」参照） 

EMEA がこれら各分野にうまく関われるかどうかは、まさに科学的に有能な職員を確保できるかによっ

て決まる。新たな責務や高まった期待に応えられるよう、科学的また規制に関する経験を簡単に特定し

活用する為の能力は、当庁の将来に必要不可欠なものである。ゆえに適切な EMEA 雇用・能力開発プ

ログラム(EMEA Recruitment and Competence Development Programme)の計画が求められる。 

行動計画 

EMEA 事務局の拡大された役割に関し、EMEA の構想を実現するための取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• 新医薬品政策や科学委員会による監査結果を考慮し、医薬品業界

との交流を含む、EMEA 事務局と科学委員会のメンバーや専門家

に対する明確な役割と責任を確立すること。 

2005年第4四半期 

• 当庁が今後直面するさまざまな課題に対処できるように、EMEA
にどのような組織変革を導入すべきか分析すること。 

2005年第3四半期 

• 上記の分析結果を考慮にいれながら、EMEA の関連組織の再編成

を実施すること。 
2007年第1四半期 

• 新医薬品政策やEMEAロードマップ計画の実施により生じる新し

いニーズに対し、EMEA 雇用・能力開発プログラムを導入するこ

と。 

2005年第3四半期 

 

2.3 EU の IT 戦略 

基本方針 

第二部の「欧州医薬品庁の戦略」では、これまでに述べられた数々の目標を達成するための必要手段と

して、最新の IT システムの重要な役割に関していくつか述べている。EU 規制制度は、EU テレマティ

ックシステムという特別な情報システムの構築を求めている。これらは、欧州委員会や各国薬事当局、

そして EMEA が共同で管理する EU 全体を網羅するシステムである。 
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「製薬業界におけるテレマティックス―戦略書」で述べられているように、これらのシステムは： 

(1) 医薬品政策のなかで定められた業務運営を容易にする。これらの業務は主に、EU 内での医薬品の

承認や調査に関するものである。 

(2) 国民と動物の健康を保障するという目標を達成するために、全ての各国薬事当局をネットワーク

の一部として機能させる。 

(3) 国民と動物の健康に真の利益をもたらす。 

(4) 計画全体に透明性をもたせ、更にそれを高める。また、情報提供のための効果的な手段を提供す

る。 

(5) あらゆる関連団体や利用者にとって、信頼性や予測可能性をもたらす。 

(6) 仕事の効率性を高める。 

さらに、EU 共同体レベルでの明確な法基盤・責任を伴い、欧州にとって付加価値の高いいくつかのシ

ステムに焦点を当てなければならない。 

重要な成功要因とは、1）必要条件を収集して取りまとめ、システムの仕様を定義する段階において全

ての利害関係者が早期より関与し、2）システム構築に向けて連携し、3）全ての関係者がコストと資源

の関連性について意識を持ち、4）EU テレマティックスシステムと国レベルで運用されているシステム

との相互運用問題に関し慎重に検討する、ことである。また、採用されたデータ交換基準が、CEN（欧

州標準化委員会）や、ICH、WHO などによって国際的に同意された基準に応じていることが必要不可

欠である。特に大切なのは、これらの問題の欠陥や共通の障害/課題について認識し、そして適切な解決

策をとることである。 

EU テレマティックスシステムは、医薬品の規制上の製品サイクルにおける以下の重要な段階に対応す

るものである。 

(1) EudraCT は EU において継続中の、あるいは終了した全ての臨床試験に関する情報を含むデータ

ベースである。 

(2) E-Submission は、医薬品販売承認申請の電子的提出、検証、そして評価を可能にし、最終的には

全ての作業とトラッキング（システム）を電子化するものである。 

(3) 通信とトラッキングの為のシステムである CTS は、相互認証や分散した手続きをサポートするた

めのシステムである。（CTS は、各国医薬品規制当局代表の保護のもとで開発されることに留意し

なければならない。） 

(4) EudraVigilance は、臨床試験や市販後の医薬品副作用に関する情報の電子的報告、検証、処理と

情報提供をサポートする一連のシステムである。 

(5) EuroPharm は、EU で承認された全ての医薬品に関する当庁の情報を扱うデータベースである。 

(6) GMP データベースとは GMP 査察、承認を受けた製造所や GMP 調査適合認証の結果に関する情

報の電子的報告、保存、提供のためのシステムである。 

(7) EudraNet は EU の規制当局間の情報交換や共有化を安全、効率的にまた確実に行うための一連

のシステムである。 

これらの制度は構築中であるか、もしくは、既に運用されている（EudraNet, EudraVigilance, 
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EudraCT）。また、これらのシステムのほとんどの運用と開発の管理責任は、2001 年、欧州委員会や各

国薬事当局によりEMEAに委ねられている。また、このシステムのいくつかに対するEMEAの責務は、

医薬品制定法において定義されている。 

EU テレマティックシステムは、今後 2010 年までの間に EMEA の戦略目標を達成するにあたり、重要

な役割を担うものである。これらはより効率的な評価や承認手続きを可能にし、安全に関する重要なシ

グナルを早期に、また確実に発見し、医薬品情報の収集や提供に際し、EMEA が欧州の中心的存在とし

ての役割を果たすことに寄与するものである。また手続きや結果の透明性を保ち、医薬品に関する信頼

できる情報を、患者が他の製品と比較できるよう分かり易い言葉で提供する為のシステムである。

（「informed patient」） 

電子カルテや電子処方システムの使用増加、患者用スマートカードの導入にあたっては、EU テレマテ

ィックシステムが、E ヘルス（e-health）の他のシステムと確実に連動し、交信できることが必要であ

る。 

EU テレマティックシステムの設計や構築、そして実施は大きな目標である。利害関係者全員が共通の

目標に向かって密接に協力し合わなければ達成されないだろう。 

行動計画 

EU の IT 戦略に関し、EMEA の構想を実現する為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• 現在確認されている EU テレマティックシステムの実施を、当庁

の提携先や利害関係者との緊密な協力により完成させること。

（EU テレマティック実施計画に従う） 

2008年第4四半期 

 

2.4 欧州医薬品庁ネットワークモデルへの財政的支援 

基本方針 

EMEA ネットワークモデルをうまく運用するために主に重要なことは、そのようなモデルへの適切な財

政支援である。 

これはネットワークモデルに関する費用が増加していると捉える必要はなく、それに関しては EU 規制

制度の効率性を改善することにより、十分コスト削減できるだろう。 

EMEA ネットワークモデルへの現在の財政支援は、与えられたサービスに対する医薬品業界からのヨー

ロッパ共同体助成金や手数料を見込んだものである。この財政支援モデルは今後も継続されるが、新医

薬品政策のもとでは、医薬品安全対策や通信ネットワークの運用、市販後安全性監視などの分野で、公

的資金が適切に使用されているか、明白に照会されなければならないことを強調しておく。 

当庁の今後の財政的支援に関し、EU 公的機関と協議するにあたり、見返り資金に関する法規定が考慮

されなければならない。その間、EMEA ネットワークモデルに関する加盟国との協議は今後も継続さ

れ、以下のことに重点がおかれる。 

(1) 評価の実績原価の決定 

 EMEA Management Board（管理委員会）によって構成されたコスト削減検討会(costing group)
が担当しているこの任務は、今後数ヶ月の間に更に進展するだろう。 
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(2) システムの長期融資に関する検討 

 これは、同じく EMEA Management Board（管理委員会）によって構成されている考査検討会

(reflection group)が担当している任務であり、その業務内容は、EMEA の活動に対する加盟国か

らの出資において、新医薬品政策を踏まえながら、加盟国の活動が報酬を受けるに値するのかと

いうことに重点を置いた報酬に関わる問題を検討するものである。 

この二つの検討会での議論がまとまれば、もし各国薬事当局へ異なる報酬があると予測された場合、最

終的にはその問題に対処することができるようになるだろう。 

行動計画 

EMEA ネットワークモデルへの財政的支援に関し、EMEA の構想を実現するための取り組みを以下に

要約する。 

アクション 達成期限 
• 長期融資に関してコスト削減検討会や考査検討会での協議をまと

めること 
2005年第3四半期 

• 上記でまとめられた案が妥当と判断された場合、EMEA 
Management Board（管理委員会）での協議を行うにあたり、各

国薬事当局のための改正補償計画を立てること。 

2006年第1四半期 
 

• 各国薬事当局のための改正補償計画を実施する 2007年第1四半期 
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第 3 章 

EMEA の業務プロセスに関する欧州医薬品庁構想の実現 

3.1 画期的な医薬品 

基本方針 

切望されている安全で効果的な画期的新薬を、より早く患者や薬の使用者のもとに届けるために、

EMEA は２つの重要な柱となる取り組みを行う。第 1 の柱は、現行の規制認可制度の枠組みを改善す

ることである。これに関し、当庁は改訂医薬品政策によって可能となった新しい手段を用いる。これは

主に改正された科学的アドバイス業務手順や、迅速な評価の実現性、条件付承認の許可に関するもので

ある。画期的な医薬品により早く到達する為のこれらの構想は、更なるプロセス改善を継続的に追求し、

中央審査業務の運用効率の向上への寄与を通じて、当庁によって達成されるものである。 

第 2 の柱は、研究と革新に関するものである。EMEA は、その構想（第一部「欧州医薬品庁の構想」

参照）で述べているように、絶え間ないグローバル化の枠組みの中で、拡大 EU における研究と革新を

助長し促進することを目指す。これらの構想は医薬品のイノベーション・供給に関するハイレベルグル

ープの G10 勧告(G10 Recommendations of the High Level Group on Innovation and the Provision of 
Medicines)に沿ったものであり、2003 年 9 月 22 日の競争力審議会でなされた結論(the competitiveness 
Council Conclusions)や、2003 年 12 月１、2 日に開催された保健評議会での決議(the Health Council 
Resolution)を考慮したものである。さらに、いかなるイニシアティブも、経済、社会、環境の再生に関

するリスボン戦略(Lisbon Strategy)や、2000 年 3 月 23、24 に開催された、リスボン・欧州理事会で決

定された生命科学とバイオテクノロジーに関する欧州委員会構想を十分考慮しなければならない。リス

ボン戦略とは、製薬業界が産業競争力という目的を達成するうえでの当局の重要な役割や、EMEA が考

慮するべき製薬業界との相互関係に関係するものである。 

当庁に積極的な関わりを求める G10 医薬品グループからの提案がいくつかある。これは主に、画期的医

薬品へのアクセスに関する分野（例：評価業務手順の迅速化、強制的な中央審査方式の拡大範囲、新し

いデータの独占計画）や、研究奨励金に関する分野（例：EudraCT データベースのセットアップ）に

おける、新医薬品政策の実施について言及したものである。しかしその他にも、そのような提案への取

り組みにおいて、EMEA が有益なインプットを提供でき、欧州委員会をサポートできるような G10 医

薬品グループの提案がある。 

第 1 の柱：現行規制におけるライセンス業務プロセス改善の導入 

画期的医薬品の迅速な承認を目的とした新しい法的手段は、主に以下のことに言及したものである。 

• 科学的助言業務手順の更なる改善 

新医薬品政策では、EMEA 事務局長がその科学委員会と密接に協議しながら、医薬品業界への助言

を活性化できるよう、特に新療法の開発に必要な管理構造と業務手順を構築することが求められて

いる。 

科学的助言手順の見直しが実施され、また付加的な特徴として、科学的助言の提供を強化すること

も含まれている。（第二部 付録 1 参照） 

既に希少疾病用医薬品として指定されている医薬品の臨床開発の遅れを取り戻すために、治験実施

計画書の支援業務プロセスの更なる改善に特に重点がおかれる。 
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• 迅速な評価手順の導入により、科学審査を 150 日までに短縮することができる。 

現行の非公式な迅速審査業務から得られた経験をもとに、EMEA は迅速な審査評価のための明確な

適格基準を設ける。そして、EMEA 事務局の強化された科学的役割（第二部 第二章 2 「欧州医

薬品庁事務局」参照）として、EMEA 科学行政官は、特定の製造販売承認申請に関する迅速審査の

適格性を評価し、また意思決定に際し EMEA 科学委員会に対して的確な提案を行う。 

• 条件付承認コンセプトの導入 

新たな新製造販売承認コンセプトの導入や、欧州委員会によって制定された法の施行可能性に加え

て、EMEA は医薬品政策の実施に必要な業務の手順ステップに関するガイドラインを作成する。 

当庁は、医薬品の使用に伴う利益とリスクの実データを収集するため、適切な市販後承認制度の実

現に重点的に取り組む。EMEA はまた、条件付承認を通常の承認として認めるか、または否定する

のかに関する問題と同様、条件付承認の容認もしくは更新の提案に際し、患者団体の参加を慎重に

考慮する。最終的に当庁は、条件付承認に関わるいかなる活動についても、国民に適切に情報公開

する為に必要な措置を取るものである。 

• 専門家の参加 

新医薬品政策により、科学的評価プロセスに関わる科学諮問委員会(Scientific Advisory Groups)が
設立される。EMEA は、今後中央審査方式でのライセンス取得が義務付けられることに備え、各

治療分野に科学諮問委員会を設置する。さらに当庁は、旧制度の枠組みのもとで設置された治療

諮問グループ(Therapeutic Advisory Groups)での経験を考慮し、以前の状況と比べてどのような

プロセス改善を行うべきか検討する。また EMEA は、更なる業務プロセス改善を目指し、例えば、

中央審査方式で処理された申請に関する安全上の懸念を処理するなど、科学的評価業務プロセス

への他の専門家の参加を再検討する。 

• 例外的使用業務手順の管理 

中央審査方式での評価に適合し、一定の基準を満たしている医薬品を加盟国が例外的使用の目的で

入手できる状況における加盟国からの届出に対して、新医薬品政策は EMEA が例外的使用コンセ

プトに関わる機会を与えている。 

当庁は、使用や販売、対象となる患者のための条件に関し、医薬品の科学的評価を担当する委員会

(CHMP)の意見採用の手順を定める。さらに、医薬品安全対策に関するものや、採用された全ての

意見の最新のリストを EMEA ウェブサイトに掲載し、国民が利用できるようにする為必要な措置

が取られる。製造販売承認申請に関する否定的な意見があり、あるいはその申請が関連の製薬会社

によって取り下げられている為に例外的使用計画下に置かれているこれらの医薬品に対し、患者や

医療専門家に適切な情報を提供することによって特に注意が払われるであろう。 
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新たな法的条項の採用は、上に述べたように中央審査方式が継続的に改善するにつれ補完されるもので

あり、これにより効率的なライセンス取得の手段が増えるだろう。この目的を達成するために、EMEA
は以下のことを実施する。 

• EMEA は試験的業務として、ある一定の申請に対しよどみのない審査を行う。その申請とは、科学

委員会によって選定された質問リストへの回答として、医薬品業界から提出される明確な回答一式

（例：品質に関する回答一式、前臨床回答一式、臨床回答一式）を含んでいる。全体的な期間削減

の効果はわずかだが、このコンセプトによって提出された情報の質を高めることができるだろう。

さらに、もし試験的プロジェクトの過程で得られた成果が建設的なものであるならば、中央審査方

式で処理された全ての製造販売承認申請にも拡大されるだろう。また、中央審査方式においてよど

みのない審査コンセプトを実際に導入する為の、将来的な法的提案を促進するものとなるだろう。 

• EMEA は、ヒト用医薬品の考案された名称の取扱いなどの科学的/規制的本質に関することから、

適切な製品情報（例：翻訳の取り扱い）の提供に至るまで、その他の業務プロセスの改善について

検討している。 

• （ワクチン専門家グループレベルによって得られた成果をもとに、国家と EU 間で特に必要とされ

るものの間でよりうまくバランスを取る為に努力することによって）ワクチン類や、（透明性の向

上や、患者へより良い情報を提供する為の継続的・持続的な取り組みを通じて）希少薬への特別な

対策が必要であれば、当庁は検討するだろう。 

第 2 の柱：研究と革新の促進 

G10 医薬品グループの提案や、競争力協議会(Competitiveness Council Conclusion)、保健評議会

(Health Council Resolution) での決定に加えて、欧州委員会の責任のもと、研究と革新を促進するいく

つかのイニシアティブが既に取られている。これにより、難病や効果的な治療が不可能な病気の治療用

医薬品の供給が促進されるだろう。この点において特に重要なのは、公的また民間組織と学界やその他

研究機関との協力を促進する為、また基礎研究と応用研究をよりよく連携させる為に適切な方針を立て

ることによって、そのような病気の為の医薬品に関する科学的・技術的研究を促進することである。こ

れは、第 6 次フレームワークプログラム(the 6th Framework Programme)に即して実施されている。こ

の活動は研究の調整の為、また公衆衛生のニーズと研究活動により一貫性をもたせる為の第 7 次フレー

ムワークプログラム(the 7th Framework Programme)に関連し、欧州バーチャル衛星研究所（European 
Virtual Institutes of Health）の設立にも関連している。 

上記に述べたイニシアティブに関連して実施されている活動に関し、EMEA は欧州委員会を適切にサポ

ートする。当庁は、革新と研究をさらに奨励・促進する為のイニシアティブを取るにあたり、欧州委員

会に適切な情報を提供する為に以下の事を行う。 

• 更なる研究が必要な分野の特定 

EMEA は、学会や患者団体を含む全ての利害関係者と協力し、どの分野に更なる研究が必要か議論

するなど、一つの意見交換の場として活動することができる。 
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• 医薬品開発の画期的な取り組みに関して、EMEA 科学委員会や、学界、製薬業界と協議を行う。 

全ての利害関係者の意見交換の場として活動している EMEA は、医薬品開発のニーズに応える為

に製薬業界への援助を強化する。これは新たな治療分野における試験業務において特に重要なもの

である。また、これらの議論によって規制要求が患者の安全性に妥協することなく適応できるのか

どうかを探ることが出来るだろう。新薬開発に関する協議継続が開始された結果、製薬業界による

医薬品開発と学術研究の関係はより密接なものとなるだろう。 

EMEA によってなされる上記の全てのイニシアティブは、患者の安全性に妥協することなく、主として

医薬品臨床開発の迅速化と規制当局の承認期間に焦点をあてており、対策の一環として正式に組み込ま

れるだろう。これは、満たされていない医療ニーズの為に、安全で効果のある画期的な治療を迅速に承

認するという究極の目的をもった、ファーストトラックに関する EMEA の戦略の構成要素となるもの

である。これによって、革新的な医薬品の実現が加速されるだろう。 

動物用医薬品の状況は今後数年間監視され、上記に示されたように必要に応じ特定のイニシアティブの

もとで段階的に実施される。 

 

行動計画 

革新的な医薬品に関し、EMEA 構想を実現する為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
ファーストトラックに関する EMEA 戦略を発展させるために 
• 現在の当庁のライセンス取得過程を改善するために 

- 迅速な評価業務手順の採用、条件付承認制度コンセプトの導

入、専門家の参加、そして例外的使用業務手順の管理に関し

て、改定新医薬品政策によりもたらされた新しい法的手段の

実施。 
- 質問リストに対する製薬企業の明確な回答一式の提出に関し

てよどみのない審査のコンセプトを導入するなど、業務改善

を追加し上記の法的条項を補完すること。 
- ヒト用医薬品の名前の考案に関する評価や、医薬品情報の翻訳

の取扱いなど、中央審査方式に関するその他の業務改善につ

いて検討すること。 
- ワクチンや希少薬など、ある特定の分野の製品に対して、特別

措置の必要性を検討すること。 

 
2005年第4四半期 
 
 
2007年第1四半期 
 
 
2005年第4四半期 
 
 
2007年第2四半期 
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• 研究と革新の促進のために 

- G10 医薬品グループの提案や、競争力協議会、保健評議会での

決定、そして第 7 次フレームワークプログラムに対応する欧

州委員会の職務を、下記の取り組みを通じて欧州委員会に適

切な情報を提供することによって、補佐すること。 
ア）更なる研究が求められる分野に関する協議の開始 
イ）医薬品開発のための画期的な取り組みに関し、全ての関係

者間で協議を開始すること。 

 
 
 
 
 
 
2005年第2四半期 
2005年第4四半期 

3.2 新技術に関する具体的ニーズ 

基本原則 

新技術・治療とは、細胞と遺伝子治療、異種移植、ナノテクノロジー、アンチセンス分子、再生医療、

ファーマコジェノミクスなどを意味する。また、製造や管理方法の新たな試みについても取り組む必要

がある。このような新技術市場の導入に関する特別な挑戦は、既に第一章「欧州医薬品庁の戦略」で明

らかにされている。この挑戦とは法的、規制的、そして科学的な性質のものである。 

EMEA のこれまでのイニシアティブにより、数々の医薬品の科学的評価を担当する専門家委員会

(CHMP Ad hoc Expert groups)が設置されている。例えば、EMEA/CHMP 臨時遺伝子治療専門家グル

ープ(EMEA/CHMP Ad hoc Gene Therapy Expert Group)、 CHMP 臨時ファーマコゲノミクス専門家

グループ(the CHMP Ad hoc Expert Group on Pharmacogenetics)、EMEA 工程分析技術チーム(the 
EMEA Process Analytical Technology (PAT) Team)などが設立されている。また、CHMP 細胞治療ワ

ーキンググループ(CHMP Cell Therapy Working Party)などその他のグループの設置についても現在

協議中である。それ以外にも、バイオテクノロジー製品の比較可能性に関する臨床前や臨床に関する問

題についても協議が開始されている。 

EMEA はまた、新技術を取り巻く課題に取り組むために内部で準備を進めており、EMEA イノベーシ

ョン対策委員会(EMEA Innovation Task Force)を設置した。この委員会は、EMEA に技術的な要件と

評価に関する知識・経験がなく、あるいは、技術的、法的な観点で明確にされる必要のある画期的な医

薬品に焦点をあてている。CHMP の関与のもと、特徴が不明確なこれらの画期的な製品のために、そ

れらの地位と医薬品政策の適用性を評価するために、分類手順が確立されてきた。さらに、説明会など

を通じて早期に話し合うため、中小企業を含むスポンサーに対しフォーラムが開催される。新しい治療

や技術に関する EMEA の活動についての専用の最新情報が EMEA のホームページで公開され、閲覧す

ることができるようになるだろう。これによって、高度先進医薬品に関して EMEA が発行した資料に

容易にアクセスでき、またこの分野に関する EMEA の業務に関わりのある利害関係者への情報提供が

可能となる。 
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これらの達成をもとに、EMEA は学界や学術団体とのネットワークを更に強固なものにする。これらの

新技術から生じる全ての課題にうまく取り組めるように、当庁は、科学委員会と密接に協力しながら、

「新技術に関する戦略計画」を進展させることによって新技術の最新情報を提供するために、その科学

的能力をさらに拡大する。そのような計画を立てるために、EMEA は当庁と学界/学術団体間で科学的

専門知識の交流を促進し、新技術に関する課題を議論する為、各国薬事当局や学界、学術団体、製薬業

界などから、最高レベルの専門家を EU に集結させる。これが最終的に新しい、あるいは修正されたガ

イダンスの作成を促し、新技術の開発を促進する。さらに、第二部第二章 1、「欧州医薬品庁ネットワー

クモデル」で既に示されているように、この分野での適切な能力開発に重点が置かれ、当庁は、EU 規

制当局のスタッフに研修を提供する為、学界や学術団体に積極的な協力を求めていく。 

動物用医薬品の状況は今後数年間監視され、上記に示されたように必要に応じ特定のイニシアティブの

もとで段階的に実施される。 

行動計画 

新治療の具体的なニーズに関し、EMEA 構想実現の為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• 新治療/技術に関する専門情報を EMEA のホームページで公開す

ること。 
2005年第3四半期 

• 境界製品の分類業務手順を実施すること。 2005年第1四半期 
• EMEA 科学委員会と密接に協力して、各国薬事当局、学界、学術

団体、製薬業界のトップレベルの専門家達と、新技術に関する新

しい課題について協議すること。 

2006年第1四半期 

• 上記に続いて、「新技術戦略計画」を確立すること。 2007年第2四半期 
• 学界や学術団体と協力して、EU 規制当局のスタッフのために、新

技術分野における適切な能力開発をさらに組織化/体系化するこ

と。 

2006年第4四半期 

3.3 動物用医薬品に関する具体的ニーズ 

基本方針 

質が高く、安全でかつ有効な高い水準をもつ動物用医薬品の承認を保証することに加え、動物用医薬品

分野に関する具体的ニーズへの取り組みにおいて、医薬品の入手可能性に重点が置かれなければならな

い。これにより、多数種のマイナー使用においてはそれほどでもないが、少数種への医薬品供給におい

ては重大な治療上のギャップがあるということが重要な問題として認識されている。 

EMEA は、提案の実現を検討するために、希少使用と少数種の為の医薬品実用化に関する動物用医薬品

委員会文書(the CVMP Paper on Availability of Medicines for Minor Uses and Minor Species)にて決

められた方針を今後も進展させていく。これらの方針には、動物用医薬品の承認に向けて協調して取り

組むにあたって、承認や、条件付承認、また加盟国との協力を促進するためのデータ要件が取り入れら

れる可能性もあるだろう。EMEA は、入手可能性を更に促進する為の今後のイニシアティブの焦点とな

る、優れた製品の優先リストを作成する為に、欧州委員会と継続中の協議と同様、特に加盟国やその他

利害関係者と協力していく。 
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家畜動物分野におけるバイオ・テロリズムは、現実に存在している危機であり、EU ではまだ十分な取

り組みがなされていない。さらに、ブルー・タング熱や西ナイルウィルス熱などの新種の家畜伝染病の

脅威が、いくつかの加盟国において既に蔓延している。そのような脅威を抑制する緊急の対策が迫られ

ており、当庁はこれらの病に適したワクチンを、タイムリーにかつ効果的に承認する責務がある。 

動物用、ヒト用医薬品双方の分野において、人間や動物の抗菌薬耐性の発達の可能性などの問題や、ま

たペットへの抗菌薬使用の重大性について懸念が高まっている。これらの問題に対処するために、抗菌

薬耐性に関する CVMP 科学諮問委員会(CVMP Scientific Advisory Group on Antimicrobial 
Resistance)が結成された。これは、EU 内での細菌耐性の発現を最小限度に抑える為の家畜動物の抗生

物質の使用に関して、医薬品政策の検討過程において、CVMP は科学的アドバイスを提供しなければな

らないという欧州議会からの提案に全面的に踏まえたものである。さらに、医薬品の環境を保護するた

めの適正なシステム構築、特に現在、新医薬品政策のもとで個々の既承認医薬品のリスク評価が求めら

れている動物用医薬品に焦点が置かれるだろう。 

医療関係者、特に獣医や医薬品ユーザー双方に適切な情報を提供することは、最も重要なことである。

EU で承認された全ての動物用医薬品に関する情報を含む、EuroPharm データベースの構築により、

獣医はEU内でどのような医薬品を段階的に適用することが可能なのかを確認することができるだろう。

またこれは、動物用医薬品の入手可能性の問題についての取り組みを促進するものである。 

動物用医薬品のモニタリングに関しては、動物用医薬品分野に市販後医薬品安全性監視を適用すること

は、EU ではいくぶん異質なものであるということを認識する必要がある。しかし EMEA は、現在進

行中の加盟国との連携のイニシアティブを取りながら、動物用医薬品の適切な市販後安全性監視の実践

を最大限生かすために全力を注ぐ。EU における動物用医薬品市販後安全性監視システムを更に発展さ

せる為には、関係者全員の持続的な協力と協議が必要である。加盟国と密接に連携をとることにより、

現在各国規制当局代表レベルが検討している欧州市販後医薬品安全性監視戦略(the European 
Surveillance Strategy)を実施することが求められる。医薬品副作用報告の重要性について、獣医の意識

を高め、どのようにこれを実現していくのか獣医と協議を続けることが必要である。しかし、動物用医

薬品副作用報告はリスクに応じたものでなければならないことに留意しなければならない。さらに、提

供された情報に関するフィードバックとして、その報告に対しインセンティブが医療関係者に与えられ

るべきである。 

動物の健康と福祉や、それが EU の公衆衛生に与える直接的影響の重要性を認識しなければならない。

そしてそのような消費者の安全に対する懸念は、EU 内で切望されている新たな動物用医薬品開発を更

に促進する為の政策や資源・人材に刺激を与えるだろう。 
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行動計画 

動物用医薬品に対する特別なニーズに関し、EMEA 構想実現の為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• マイナー使用や少数種、動物用医薬品の利用に関して更なるイニ

シアティブを取る為に、承認済みの優れた動物用医薬品の優先リ

ストを作成するにあたり、関係者との協議を終結させること。 

2005 年第 4 四半期 

• 抗菌薬耐性発達の可能性に関する動物用医薬品分野の今後の規

制課題を検討するにあたり、抗菌薬耐性に関する CVMP 科学諮

問委員会レベルで提案をまとめ、さらに実験ガイドラインを作成

すること。 

2005 年第 4 四半期 

• 動物用医薬品のリスクマネージメントを最大限生かすために、追

加措置を確認し、各国薬事当局と密接な連携のなかで、欧州市販

後医薬品安全性監視戦略の発展を目指すこと。 

2006 年第 1 四半期 

3.4 ジェネリック医薬品と一般用医薬品 

基本方針 

EMEA がジェネリック医薬品と一般用医薬品分野に関わることは、新たな品質、安全性、そして/ある

いは承認を受けた製品、または製品の分類に対する有効性という点を審査する為、あるいはこのような

医薬品情報を調整する為に、科学委員会に付託されている医薬品の評価に関与するのみに限定あるいは

禁止されている。 

中央審査方式の下で認可を受けた製品の法的立場を変更する可能性があるのと同様に、認可を受けた医

薬品の 10 年の保護期間の満了や、新医薬品政策の実施による中央審査方式の範囲拡大は、当庁にとっ

て新しい時代の幕開けを意味するものである。この点においてEMEAが直面する特定の課題に関して、

ジェネリック医薬品と一般用医薬品分野の製薬業界との協議が既に開始されている。当庁はこれらの分

野において各国薬事当局から得られる知識が生かせることを期待している。結果として法的な問題が絡

む可能性があるような問題、つまり、科学物質を含むジェネリック医薬品の生物学的同等性に関する問

題や、比較可能性などバイオテクノロジー応用医薬品を取り巻く特定の問題、商標名に関する問題等に

関して、EMEA は特に対策を考えておかなければならない。したがって、EMEA は、ジェネリック医

薬品の申請に係るあらゆる法的側面に厳密に従い、科学委員会がバイオ類似ジェネリック医薬品に対し

て適切に指導できるようにする。一般用医薬品に関しては、中央審査方式において承認された製品の法

的立場の変更に関する既存の基準改正の必要性について、欧州委員会と密接に協力しながら検討する必

要がある。 
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行動計画 

ジェネリック医薬品と一般用医薬品に関し、EMEA 構想実現のための取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• 科学物質を含むジェネリック医薬品申請の取扱いについて、必要

な体制を整えること。 
2005 年第 1 四半期

（動物用医薬品） 
2005 年第 4 四半期

（ヒト用医薬品） 
• 必要に応じ、ジェネリック医薬品に関する承認業務改善を実施す

ること。 
2006 年第 4 四半期 

• 中央審査方式において承認を受けた製品の法的立場の変更に関

する既存の基準改正の必要性について、欧州委員会と緊密に協力

し検討すること。 

2006 年第 2 四半期 

• 上記に続き、関連する改訂基準を施行すること。 2007 年第 2 四半期 

 

3.5 生薬製剤 

基本方針 

生薬製剤に関する新医薬品政策により、この分野における EMEA の役割が著しく増加している。その

結果として最も明らかなものが、HMPC、新科学委員会の設立である。新たな法規定の全面実施のため、

また、委員会の機能を最大限に生かし、成功に導くためのイニシアティブを助ける為に、当庁は HMPC
を十分にサポートしていく。 

HMPC が担っている重要な任務としてまず、新医薬品政策の施行により求められている生薬製剤に関

するコミュニティー基準の確立があげられる。HMPC が作成し、欧州委員会が発行した伝統的生薬製

剤の一覧表は、伝統的生薬製剤の規制に対する国家の判断基準となるものである。また、EMEA 発行の

EU の生薬に関する基準書は、生薬製剤に関する国家の規制、あるいは製造販売承認の基盤となるだろ

う。 

その他の任務としては生薬製剤の品質、安全性そして有効性などの必要条件の調整をはかるために、ガ

イドラインを継続的に整備し改正することである。加えて、生薬製剤のガイドラインの整備に際し、

WHO の「伝統薬プログラム」(the WHO traditional medicines programme)との連携を強化する必要

がある。 

従来の生薬製剤一覧表と同様に、新 EU の生薬に関する基準書は、EU や国家の政策決定を大いに促進

するだけでなく、（第二の）報告担当機関として活動している EMEA と各国薬事当局において新たな共

同責任をもたらしている。そのような（第二の）報告担当制度は、この分野において具体的な専門性を

高めることを求めており、それが結果的には EU レベルの科学的資源・人材を保護することにつながる

だろう。 
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行動計画 

生薬製剤に関し、EMEA 構想実現の為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• 新医薬品政策の全面実施を考慮し、HMPC の業務体制を確立す

ること。 
2005 年第 4 四半期 

• WHO の「伝統薬プログラム」との連携を強化すること。 2006 年第 4 四半期 
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第 4 章  

中小企業(SMEs)へのインセンティブ付与に関する欧州医薬品庁構想の実施 

基本方針 

新医薬品政策には、手数料の減額や繰延、事務的サポートの収益を通じて、中小企業に対しインセンテ

ィブが与えられると規定されている。欧州委員会によって制定された法規定を施行することによって、

中小企業がインセンティブの恩恵を受けるにはどのような環境が良いのかがより明確になる。欧州議会

や欧州理事会規則（(EC) No. 726/2004）前文で述べられているように、インセンティブは製品情報の

翻訳業務の責務を担うことを可能にする為に提供されるべきである。製薬業界の中小企業に与えられる

インセンティブは、中小企業支援に関する EU 総合政策に沿ったものである。(2003 年 5 月 6 日発行

2003/361/EC 委員会提案を参照) 

EMEA の中小企業支援については、主に希少薬や EudraVigilance（市販後安全対策 

の分野（例：使い易い医薬品副作用報告の電子的ツール（EVWEB）の開発）において EMEA は既に

イニシアティブを取っていることを強調しておかなければならない。EMEA は中小企業のインセンティ

ブに関する新医薬品政策を適切に実施することにより、これらのイニシアティブを補完することができ

る。 

そこで、EMEA のイニシアティブとは以下の項目に関するものである。 

(1) 中小企業による手数料の減額や繰延 

(2) 事務上のサポートとは主に下記のものを対象とする。 

・ EMEA は、企業から英語で提供された製品情報を、その他全ての EU 諸国の言語に翻訳し編成

する。 

・ EMEA は、承認販売申請資料の準備に関して、規制、法律、科学的な観点での助言を積極的に

提供する。 

・ 中小企業に関連する多様な問題に対して、実用的なガイダンスを発行する。 

(3) 中小企業に関するあらゆる面を適切に管理するために、EMEA に専門体制を設置する。 

さらに EMEA は、市場が制限されている動物用医薬品、あるいは局所的／地域的に分布している病気

を対象としている動物用医薬品に対し、動物用医薬品関連企業にどのようなインセンティブを付与すれ

ばよいのか、新医薬品政策に則って検討する。 
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行動計画 

中小企業へのインセンティブ付与に関し、EMEA 構想実現の為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• 中小企業へのインセンティブに関する新たな法規定を実施するこ

と。 
2005年第4四半期 

• 中小企業に関わる全ての面を適切に管理する為、EMEA に専門体

制を構築すること。 
2005年第4四半期 

• 中小企業に対し、実用的なガイダンスを発行する。 2006年第1四半期 
• 市場が制限されている動物用医薬品、あるいは局所的／地域的に

分布している病気を対象としている動物用医薬品の承認を求める

企業をサポートするために、動物用医薬品関連企業にどのような

インセンティブを提供すればよいのか検討する。 

2005年第4四半期 
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第 5 章 

当庁関係者との連携に関する欧州医薬品庁構想の実現 

基本方針 

EMEA と利害関係者との連携とは、患者や医薬品ユーザー、医療専門家、学界、学術団体、製薬業界に

関わるものである。1995 年の EMEA 設立以来、製薬業界、特に画期的医薬品を扱う製薬会社と良い関

係を築いてきている。その他の利害関係者との関係については、動物用医薬品や希少薬の分野を除き、

これまで幾分その関係は不均一なものだった。患者との連携に関しては、患者団体を交えた

EMEA/CHMP 作業部会(EMEA/CHMP Working Group with Patients’ Organization)設立を目指し、

2003 年に重要な成果をあげている。 

今後数年にわたって、EMEA は利害関係者の期待にできるだけ応えられるよう、全ての関係者との連携

を深めていく。その為に下記の項目を実施する。 

製薬企業との連携 

当庁と製薬業界との交流は、EMEA 設立時以来続いているが、ヒト・動物用医薬品のあらゆる面を考慮

しながら、画期的な医薬品関連業界との定期的なワークショップやインフォデーを開催するなどして交

流を深めている。これにより、業績指標が構築され、毎年 EMEA と科学委員会双方に関して、その業

績が評価される。 

中央審査方式の範囲拡大に加え、EMEA は画期的医薬品関連企業とヒト用医薬品分野について交流を深

めるのと同様に、ジェネリック医薬品や一般用医薬品関連業界との交流を図っていく。 

第二部、第二章 2「欧州医薬品庁事務局」で既に述べているが、EMEA 事務局と製薬業界の交流、また、

EMEA 科学委員会メンバーやその専門家と製薬業界における交流について明確にする必要がある。受け

入れ難い圧力を防ぐために、ベストプラクティスガイドを作成する。 

患者と医薬品ユーザーとの連携 

EMEA が患者とどのような交流をさらに進めていくかという問題については、数々のフォーラム、主に

希少医薬品委員会(the Committee on Orphan Medicinal Products(COMP))や患者団体を交えた

EMEA/CHMP 作業部会(the EMEA/CHMP Working Group with Patients’ Organisations)にて取り組

んできている。EMEA/CHMP 作業部会での討論では、EMEA の提携先や利害関係者との協議実施につ

いて、多岐にわたった提案が出されている。患者からの提案に関する協議で出された意見は、現在検討

中である。いずれにせよ、希少薬分野への患者の関わりが有益であることは明らかである。医薬品の承

認やガイダンスの作成にあたり、患者との関係は今後さらに増えていくだろう。ガイダンスの作成では、

患者団体はその協議にも参加するだろう。医薬品承認の分野については、新医薬品政策により EMEA
の役割が拡大している状況において、患者団体は製品情報の品質調査に加わることになるだろう。科学

的審査業務への患者の直接的関与については、作業部会で引き続き検討される。この作業部会は―これ

は CHMP に常設されるべきであるが―多くの複雑な問題について検討しなければならない。例えば、

どのような患者団体を作業班に参加させるべきか（患者団体の登録名簿作成の必要性が確認されてい

る）、また EMEA の活動に関わっている患者代表者達が協力組織の間で機密情報を共有できるのかどう

か、どのようにそれを共有するのか、そしてどのような研修をその代表者達に行うべきか等について検

討を行う必要がある。 
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医療専門家との連携 

ヒューマンヘルスケアとアニマルヘルスケア分野の医療専門家との連携を強化する為、EMEA によって

評価された医薬品の最新のターゲット情報の入手性や、またそれに関する情報伝達の最良の方法につい

て更に重点的に取り組んでいく。これについては、EMEA の透明化とコミュニケーション戦略（第二部

付録 4 を参照）でも述べている。医療専門家に適切な情報を提供するには、医療専門家団体や各国薬事

当局と密接な協力関係を築くことが必要である。さらに、EuroPharm データベースの構築、医療専門

家への情報提供者としてのその重要性について、EuroPharm の設計に関わる医療専門家との適切な協

議が行われるだろう。他にも、医薬品専門家との連携の重要性が問われるのは市販後医薬品安全性監視

分野や、医療専門家がより積極的に医薬品監視に関与できる為の方法を検討する場合である。これによ

って、今後の医薬品副作用報告が促進されるだろう。これには、医療専門家の為の電子的報告ツールや

データベースのアクセスに関する EudraVigilance 計画の更なる発展の為に、医療専門家の積極的な参

加が求められるだろう。 

学界や学術団体との連携 

全ての EU 規制当局が、学界や学術団体との連携を強化していく可能性が大いにあるだろう。EU のト

ップレベルの科学専門家の協力のもと、EU 規制ネットワークを更に強化していく。EMEA は下記の分

野における連携に焦点をおいて活動する。 

(1) EU レベルで活用できる専門家要員として、学界や学術団体から専門家を受け入れること。（第二部

第二章 1、「欧州医薬品庁ネットワークモデル」参照）これは結果として、科学的審査業務（科学的

アドバイスから市販後承認に至るまで）において活用できる、EU 全体の専門家最新リストの構築

につながるだろう。 

(2) ガイダンス資料の作成において、学界や学術団体の組織的な関与を強化すること。これにはまず、

EMEA と多方面にわたる学界や学術団体との適切なコミュニケーション・チャネルが構築されなけ

ればならない。 

(3) 学界や学術団体は、EMEA やその他の EU 規制当局に高品質な研修を提供すること。この研修は、

医薬品のそれぞれの開発段階について網羅している必要があり、新たな治療など未知の分野に特に

重点が置かれるべきである。第二部第二章 1「欧州医薬品庁ネットワークモデル」参照。 

(4) 今後研究が必要とされる分野について、学界や学術団体と協議すること。これにより、さらに研究

が必要な分野が特定される。第二部第三章 1、「画期的な医薬品」参照。 

(5) 医薬品開発に関し製薬業界へのサポートを強化する為の画期的な取り組みに関して、EMEA 科学委

員会と製薬業界との間で協議をもつこと。（第二部第三章 1「画期的な医薬品」参照） 

(6) 学界や学術団体から EMEA への専門家の出向を強化することによって、専門家の出向に関するコ

ンセプトを拡大し、EMEA 科学行政官の各組織への出向を導入すること。 
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行動計画 

EMEA 関係者間の交流に関し、その構想実現の為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• ヒト用医薬品分野にて製薬業界との連携を強化する為に： 

- 新医薬品政策の実施や、EMEA のあらゆるプロセスの継続的

改善についての協議を通じ、画期的な医薬品に携わる業界と

の交流を更に深める。 
- 一般薬とジェネリック医薬品業界との協議を開始/強化する。

 
2005 年第 3 四半期 
 
2005 年第 2 四半期 

• 動物用医薬品分野において製薬業界（又はその他関係者）との連

携を強化する。 
2005 年第 3 四半期 

• ベストプラクティスガイドを作成し、EMEA 事務局と製薬業界、

また EMEA 科学委員会と製薬業界とのそれぞれの連携について

明確にすること。 

2006 年第 2 四半期 

• 患者との連携を強化するために： 
- 患者団体を交えたEMEA/CHMP作業部会で出された提案を

まとめること。 
- EMEA に影響のある提案を実施すること。（新医薬品政策実

施の一貫として取り組まれるものも含む） 
- 欧州委員会主導の官民パートナーシッププロジェクトにお

いて、EU 全体で取り組む必要のあるその他の提案につい

て、欧州委員会の DG Entr（企業総局）、DG Sanco （衛生・

消費者保護理事会）や各国医薬品規制当局代表との協議を開

始すること。 

 
2005 年第 1 四半期 
 
2006 年第 2 四半期 
 
未定 

• 医療専門家との連携を強化するために： 
- 医療専門家への適切な情報提供を協議するため（新医薬品政

策の結果の一部として）、また市販後医薬品安全性監視ネッ

トワーク（特に EudraVigilance プロジェクトに関連したも

の）への医療専門家の参加を強化する為に、ヒト用医薬品分

野において専門のワークショップを組織化すること。 
- ワークショップの成果を考慮しつつ、情報提供に関する新医

薬品政策を実施すること。 

 
2005 年第 3 四半期 
 
 
 
 
2006 年第 2 四半期 
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• 学界や学術団体との連携を強化するために： 

- 学界や学術団体からの専門家を含む、EU 全体のトップレベ

ルの科学的専門家の最新リストを構築すること。 
- 適切なコミュニケーション・チャネルを構築したのち、ガイ

ダンスの作成において学界や学術団体の組織的な関わりを

強化すること。 
- EMEA やその他 EU 規制当局に高品質な専門家研修を提供

することにおいて、学界や学術団体の参加を求めること。 
- 医薬品開発の促進のための画期的な取り組みに関し、学界や

学術団体と協議すること。 
- EMEA と学界/学術団体の人的交流を促進すること。 

 
2006 年第 1 四半期 
 
2006 年第 3 四半期 
 
 
2006 年第 4 四半期 
 
2005 年第 4 四半期 
 
2006 年第 1 四半期 

 



 52

第 6 章  

国際協調に関する欧州医薬品構想の実現 

基本方針 

2003 年 12 月、EMEA Management Board（管理委員会）は、当庁の国際活動に関する戦略を承認し

た。詳細は下記のとおり。 

(1) (V-) ICH イニシアティブに対する EMEA の継続的な貢献。 

(2) 動物の健康に関して、WHO や国際組織との協力関係の更なる促進。 

(3) 2003 年 9 月に交わされた機密保持契約に基づき、FDA や USDA との連携強化。 

(4) EMEA 客員専門家計画(EMEA Visiting Experts programme)を通じて、非 EU 諸国との連携を継

続。 

(5) 国際食品規格(Codex Alimentarius)や、食糧農業機関(Food and Agriculture Organization)、国際

獣疫事務局(the Office International des Epizooties)の活動への継続的参加。 

環境が変化するにつれ、国際協調における EMEA への要求は徐々に高まってきている。当庁はすでに、

ネットワークモデルや、そのコンセプトのメリット・デメリットについて興味を示している非 EU 諸国

と連絡を取っている。国際協調の強化に対する要求に応えるため、―それは益々増えつつある業務量や、

利用可能な資源量に見合ったものでなければならないが―EMEA は国際協調をさらに優先的に進めて

いかなければならない。優先項目は下記のとおり。 

(1) 2007 年にはブルガリア、ルーマニア、またその他 EU 加盟候補国の受け入れ準備をすること。 

(2) 既存の ICH ガイドラインの実施と管理を優先するとともに、(V-)ICH 計画への貢献に改めて重点を

置くこと。 

(3) 新しい法規定に沿って、WHO との連携を強化すること（例：EU 圏外市場のみで使用される予定

のあるヒト用医薬品の科学的評価）。 

(4) 拡大 EU 内での GMP 査察に関して、相互認証協定の運営パートナーと協力関係を築くこと。 

(5) 動物用生物学的製剤の承認を担当している米国農務省（USDA）との連携を含む、FDA や USDA
との連携を見直し、秘密保持契約の範囲内でどのような協力関係を築いていくべきか検討すること。 

(6) カナダや日本の保健機関など他の非 EU 規制当局との連携において、更に改善すべき点について検

討すること。 
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行動計画 

国際協調に関し、EMEA 構想実現の為の取り組みを以下に要約する。 

アクション 達成期限 
• ブルガリアやルーマニアの加盟を促進するため、必要な協定を結

ぶこと。 
2005年第3四半期 

• その他の国の加盟受け入れを準備すること。 未定 
• 非 EU 諸国で使用されるヒト用医薬品の科学的評価に関して、新

医薬品政策を実施すること。 
2005年第4四半期 

• 米国農務省(USDA)との機密保持契約締結を検討すること。 2005年第1四半期 
• 秘密保持契約の中で、EMEA と FDA/USDA 間の連携を再検討す

ること。 
2005年第3四半期 

• 秘密保持契約の変更を実施すること。 2006年第1四半期 
• （客員専門家プログラムや相互認証協定の協力の枠を超えて）非

EU 諸国との国際協力関係の拡大を検討すること。 
2007年第2四半期 
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付録 

欧州医薬品庁 2010 年へ向けてのロードマップ 
将来に向けた基盤整備 

 
第二部 

 
欧州医薬品庁ロードマップ実施計画 
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付録１ 
 

科学的アドバイス分野 
 

基本方針  

当庁の科学委員会による科学的アドバイスは、研究開発を最大限に活用し、規制結果に関する不確定要

素を減少させ、承認期間を短縮して、患者とユーザーの医薬品へのアクセスを促進している。 

EMEA は、特に新治療の分野において、科学委員会によって提供されるヒトおよび動物用医薬品に関す

る科学的アドバイスのために最適な環境を整える予定である。この目標を達成し科学的アドバイスの提

供を強化するために、EMEA は既存の業務手順の枠組みを修正する予定である。 

修正後の業務手順は、公開討論や積極的な課題認識を可能にし、スポンサーへの提案の可能性を増やす

であろう。 

今後この中央審査方式を利用する全てのユーザーは、できるだけ早期に、当庁と製品開発に関する継続

的な対話を始めるように勧められるであろう。そして、これには EMEA が全てのスポンサーを確実な

ゴールへ導くための規制アドバイスが含まれる。 

更に、中小企業を支援し、希少疾病用医薬品の治験実施計画を支援するために特別な努力がなされる予

定である。また、希少疾病用医薬品に関する無料アドバイスを提供する試験的プロジェクトの成果次第

では、動物用医薬品の分野においても同様のイニシアティブが追求されるであろう。 

科学的アドバイス業務には、専門家グループやその他の公開討論会 (例えば、ワクチンに関する具体的

な問題を検討するためのワクチン専門家調査委員会（Vaccine Experts Working Party）)参加を通じて、

医薬品の様々な開発段階におけるスポンサーと規制側による面談の可能性や、特殊分野の専門家、また

は補足的分野の専門家による個人レベルでの参加が含まれる。更に、特に希少疾病に関して患者代表者

との相談の機会を持ち、画期的医薬品のため、特にグローバル開発プログラムのために、任意レベルで

米国食品医薬品局(FDA)との並行アドバイスの機会が提案されるであろう。また、そのような並行的な科

学的アドバイスをどのように活用するかについて、EMEA と FDA はスポンサー向けの合同ガイダンス

を行ってきた。そのガイダンスでは、スポンサーが EMEA と FDA の議論にどの程度関与するかという

議論も交わされてきた。 

科学的アドバイスのプロセスは、そのリクエストの範囲や、製品のタイプ、開発段階によって様々な手

順で行われるであろう。初期段階でのスポンサーとの対話や治験届出前相談は、開発途中でスポンサー

に提供されるアドバイスの代わりに、事前にアドバイス・相談の機会を持つことで、研究開発段階から

認可段階に至るまでに必要な連続性を生み出すはずである。承認後、市販後医薬品安全性監視、危機管

理／リスク最小化などの問題をより良く処理するために、科学的アドバイス業務の範囲が拡大され、そ

のような科学的アドバイスに対するリクエストに適切に対処するために、具体的な市販後医薬品安全性

監視に関する専門家の関与が予想される。これらのイニシアティブは動物用医薬品分野において、必要

に応じて段階的に導入される予定である。 

科学的アドバイスの提供は、画期的医薬品に限らず後発医薬品(generic)や一般医薬品(OCT)に関する特

定の問題を扱う際にも利用可能であることを言及しておく必要がある。 

更に、提供されたアドバイスの公表に関して再検討が行われるであろう。現在の業務手順を見直して、

医薬品開発の凍結や支障とならないように、当庁はアドバイスの内容を公表するに当たって最良のタイ

ミングを検討する必要があるだろう。 
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医薬品業界が国レベルで科学的アドバイスを得る機会を与えられていることは知られているが、EU も

しくは国レベルで科学的アドバイス提供に関する透明性を促進する必要がある。これは、行われたアド

バイスに関して当庁と各国薬事当局の間で適切なコミュニケーションが図られ、医薬品業界はどのよう

にすれば科学的アドバイスを効果的に受けることができるかに関するベスト実践ガイド(Best Practice 
Guide)が作成されることによって促進されるであろう。更に、規制側が行う医薬品に関する様々な科学

的アドバイスの一貫性を確実なものとするために、EMEA がこれまでに行ってきたアドバイスの記録で

ある内部データベースを拡張し、過去に国レベルで行ってきたアドバイスの記録との統合を図る予定で

ある。 
 
行動計画  

科学的アドバイスの分野において、EMEA の構想を実現するために行われる活動を以下に要約する。 
 
アクション 達成期限 

• 科学的アドバイス業務の更なる改善と関連させて、新医薬品政

策を実施する。 

2005年度第4四半期 

• ヒトおよび動物用医薬品に関してEMEAとFDAレベルで構築

された並行的な科学的アドバイスに伴って得られる成果を再

検討する。 

2005年度第3四半期 

• ヒトおよび動物用医薬品のための並行的な科学的アドバイス

業務に対して必要な修正を行う。 

2006年度第1四半期 

• 過去に国レベルで行われたアドバイスに関するデータを組み

込むために、EMEAが過去に行ったアドバイスに関する既存の

内部データベースの拡張を行う。 

2006年度第3四半期 
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付録２ 
 

科学的評価分野 
 

基本方針  

欧州医薬品庁は、医薬品政策に従って科学的根拠に基づいた意見を提供しなければならない。そして、

科学的意見は、確実な根拠と確固たる科学的評価を基本としなければならない。これによって、特に、

中央審査申請や照会／仲裁業務、または科学委員会の責任である他の科学的側面において、科学委員会

によって行われる科学的評価が目指す国民と動物の健康という目標が確実に達成されるようにしなけ

ればならない。 

ヒトおよび動物用医薬品の評価プロセスは、科学、規制、（審査）手順の 3 本柱によって特徴付けられ

る。EMEA 事務局は、規制、（審査）手順という 2 本の柱に関して直接的な責任を負う一方で、新医薬

品政策に従って科学委員会に対して科学的支援を提供し、補足的機能を発達させる予定である。そのよ

うな科学的支援に関しては既に第二部・第二章 2「欧州医薬品庁事務局」で詳細を述べたが、それらは

主に規制および科学面の質と一貫性の保証に関係しており、それによって、EMEA の科学委員会による

情報・アドバイス提供・アウトプットの質向上に貢献すると考えられる。業務手順の発達は、完全かつ

一貫性がある評価が、統合的品質管理システムの枠内で求められる能力を持つ専門家によって行われて

いることを保証すると同時に、試験実施・管理に関する基準との適合性(例えば、GMP、GLP 注７、GCP
など)を保証するものである。 

EU のシステムは、同分野の専門家による査読・検討という適切なシステムによって支えられた質の高

い初期評価を基盤とし、すべての状況においてレベルの高い専門家の参加がなければならない。EMEA
の科学委員会メンバーは、科学的審査業務における様々な段階で、そのような査読・検討プロセスにで

きる限り参加するように求められる。更に、医薬品の製品サイクル管理の原則が貫かれなければならな

い。初期評価において、質が高く既に確立されたガイダンスに適合する評価レポートを科学委員会に提

出するために、課せられたタスクを適切に実行する十分な時間が必要である。また、いかなる過程にお

いても、専門家の追加的利用を最大限に可能にする必要がある。そして、科学委員会は、他の調査委員

会によって必要に応じて科学諮問委員会(Scientific Advisory Groups)への補足という形で提供される

より組織的な科学的貢献は、科学的評価プロセスに含まれるのかについて検討する。今までに得られた

成果（例えば、バイオテクノロジー調査委員会(Biotechnology Working Party)やワクチン専門家調査委

員会(Vaccine Experts Working Party)）を基礎として、委員会は EU レベルで最も優れた専門家をでき

る限り有利に活用できると考える。必要であれば、ヒト用医薬品を担当する委員会や科学諮問委員会レ

ベル（例えば、市販後医薬品安全性監視、危機管理／リスク最小化など）で追加的に特定分野の専門家

を供給するべきである。 

同分野の専門家による査読・検討のコンセプトは、すでに行われた評価の重複を避け、初期評価に関す

る品質管理を確かなものにすることである。そして、そのコンセプトは、内容と形式の両方に関係し、

かつ初期評価の段階で追加的かつ補足的に必要な専門家を提供するものでなければならない。 

こういった査読・検討プロセスは、完全に透明性のある方法で行われなければならない。それは、委員

会からの査読・検討チームの組織的かつ十分な関与と、全委員会メンバーによるタイムリーな提言によ

って最大限に保証される(best ensured)。更に、当庁の事務局は、科学的一貫性とガイダンスや規制へ

の適合性に関するあらゆる側面を調査しなければならない。この枠組みは、科学的審査官と事務局との 

 

注７．GLP は、医薬品安全性試験に関する実施基準を表す。 
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間の科学的討議のスケジュールと機会を最大限有効に活用することを可能にし、結果的には、コスト効

果（費用効率）の高いシステムの構築につながると考えられる。そして、もし既存の規則やガイダンス

が守られていかなければ、今後の医薬品業界の品質保証／査読・検討業務への参加は、フィードバック

の提供に限られてしまうだろう。その結果、EMEA 科学委員会レベルでの成果における科学・規制面の

一貫性は危険にさらされることになるであろう。 

最後に、既に述べたことではあるが、継続的なプロセスの改善という土壌が築かれるべきである。当庁

は継続的に科学評価プロセスを監視し、更なる業務効率を追及してこの目標のために貢献するつもりで

ある。 

 
行動計画 

科学的評価の分野において、EMEA の構想を実現するために行われる活動を以下に要約する。 
 
アクション 達成期限 

• 新医薬品政策の施行に伴って、特に初期評価と査読・検討シス

テムに重点をおき、科学的評価プロセスの修正を開始する。（修

正は EMEA 科学委員会の査察に対する追加措置を十分考慮し

て行われるべきである。） 

2006 年度第 3 四半期 

• 関連分野における修正後の科学的評価手順の見直しと更なる

改善を行う。 

2008 年度第 1 四半期 
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付録 3 
 

医薬品監視分野 

 
基本方針  

市場で入手可能なヒトおよび動物用医薬品の継続的監視を確実なものとするための認可後の活動は、広

範囲に及んでいる。その中には、医薬品販売承認一変申請と市販後医薬品安全性監視に関する活動が含

まれている（更なる認可後活動については、第二部付録６参照）。認可後の活動の重要な側面である市

販後医薬品安全性監視分野は、EU ネットワークモデルの礎のひとつであり、新医薬品政策は、このネ

ットワークモデルの中での EMEA の調整役としての役割を更に強化する。そして、EU レベルで優れ

たネットワークを構築するため、各国薬事当局との密接な協力により、当庁はそのようなパートナーシ

ップ構想をいかにして更に強固なものにするかを探求していく。そして、EU の各国医薬品規制当局代

表(EU Heads of Medicine Agencies)レベルで既に取られているイニシアティブを基盤に、国内の市販後

医薬品安全性監視システムを改善して、市販後医薬品安全性監視の分野で規制システムのアウトプット

の質向上を目指す努力が必要である（国レベルでの既存の副作用報告業務の見直しを含む）。それによ

って、EU の市販後医薬品安全性監視ネットワークに関係するすべての関係団体の明確な役割と責任が

定義されると考えられる。そして、そのような役割と責任の定義は、EudraVigilance システムを通じ

て行われる電子副作用報告など、最近の発展を考慮に入れる必要がある。 

そして、拡大 EU における国民と動物の更なる健康保護の推進を目的として、医薬品の製品サイクル全

体にわたる市販後医薬品安全性監視を積極的に実施することによって、認可後の活動に関する EMEA
の構想が推進されるであろう。それによって、科学的に最も確実な承認後試験プログラムと、必要に応

じて、一度 EU 市場に供給された医薬品の安全性に関する継続的かつ適切な監視が行われることで、製

造販売承認を与える時点で医薬品の安全性プロフィールに関する最良の情報／知識となるはずである。 

上記の目標を達成するために、当庁は医薬品政策によって新たに提供される以下のような法的手段

(tools)を用いるであろう。 

（１）危機管理／リスク最小化計画(risk minimisation)の導入。それによって生じる、中央審査された

医薬品に関する大きな課題は、すべての加盟国でそのような計画を実施できるかどうかという点

であろう。 

（２）製造販売業者が市販後医薬品安全性監視義務と、それに付随する行為を怠った場合は、当庁が監

視を行う。 

市販後医薬品安全性監視分野に加えて、EMEA は提携先や利害関係者との密接な協力により、医薬品販

売承認一変申請の分野など、法改正の補足となる他のプロセス改善が可能かどうか注意深く検討する予

定である。認可後段階は、医薬品の製品サイクルの中でも非常に業務が集中し、資源・人材を最も必要

とする時期であることを認識しなければならない。それゆえに、患者と医薬品ユーザーの安全性に関し

て妥協することなく、効率的運営、不必要な業務重複の回避、限られた資源・人材の最大活用（規制機

関レベルと医薬品業界の両方において）を継続して行うことが必要である。 

当庁のヒトに関する市販後医薬品安全性監視の積極的な取り組みを支える EMEA の危機管理戦略は更

に発展を遂げるであろう。そのためには、認可後、市販後医薬品安全性監視、危機管理／リスク最小化

という側面を含む科学的アドバイス業務の範囲拡大から、より適切な承認後安全性試験に至るまで、

様々な活動が行われる。更に、最も信頼できる根拠に基づいたアプローチにうまく貢献するために、危

機管理戦略の主要な柱である EudraVigilance システムが、効果的に安全性シグナルを早期発見するた

めの適切な方法で十分に機能することを確実なものとすることに、特に重点が置かれるであろう。 
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承認後安全性試験の最適な実施に関して、EU で独自の調査を行う可能性が促進されるべきである。こ

の点において、ますます深刻となり注意深い配慮が求められるこれらの調査に資金を供給することは特

に重要である。最も理想的な状況とは、安全性に関する独自の研究を行うことができる優れた学術セン

ターネットワークの構築であるが、そのようなシステムを整備するための財政的制限を考慮しなければ

ならない。医薬品会社と EU による調査との直接的なつながりを避けるために、一般財源の投入を検討

するなど、承認後安全性試験に資金を供給する他の方策が検討されなければならない。独自の調査をい

つ行うのか、その調査の目的は何か、医薬品産業はどのように関与すべきかといった課題とともに、こ

の資金問題を検討するためにすべての利害関係者を交えた議論が始められる必要がある。 

更に、ワクチンのような特定クラスの医薬品の特殊性が検討される必要がある（例えば、ワクチンの安

全性と効能を評価するための大規模な研究の必要性や、ワクチンに関して国レベルで異なる監視システ

ム、政策、提案があるため）。これには、質の高い承認後安全性試験を行うための適切な方法やプロセ

スを開発するため、EMEA と欧州疾病予防管理センター(ECDC)の密接な協力が求められるであろう。 

EMEA の危機管理戦略の更なる発展は、ヒト用医薬品に責任を負う EU の各国医薬品規制当局代表レ

ベルで行われる EU の危機管理戦略の継続的な努力に対する重要な貢献となるであろう。そのような

EU の危機管理戦略は、危機に関する共通用語の作成やリスク評価方法の調和などの追加的課題にでき

る限り取り組むべきである。医薬品部門に関する EMEA と EU による両危機管理戦略の成果を考慮に

入れ、EU 規制制度に関する全ての利害関係者との適切な話し合いが不可欠であろう。 

第二部、第三章 3(Chapter 3.3)「動物用医薬品に関する具体的ニーズ」で、EU の動物用医薬品の市販

後安全性監視システムのためにより適切な組織構成(organisation)に関する議論が必要であることは既

に強調した。欧州監視戦略(European Surveillance Strategy)の中で、このような議論が特に動物用医

薬品に責任をもつ EU の各国医薬品規制当局代表を交えて行われ、動物用医薬品の市販後医薬品安全性

監視基準に話し合いの焦点が絞られる予定である。 

そして最後に、主に市販後医薬品安全性監視機能の発達を通じ（第二部、第二章 2「欧州医薬品庁事務

局」参照）、科学的能力によって規制と業務能力を補足するために、また、報告担当者や EMEA 科学委

員会、そして適切な援助を与えることのできる高いレベルの専門家に適切なサポートを提供するために、

EMEA 事務局は更なる発展を遂げる。そのような EMEA 事務局の能力は、より統合的な品質管理シス

テムの中で発達し、事務局によって与えられたサポートを通して科学的評価プロセスの成果に適切なレ

ベルの質、科学、規制面における一貫性を達成するであろう。 
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行動計画  

医薬品監視の分野において、EMEA の構想を実現するために行われる活動を以下に要約する。 

 
アクション 達成期限 

• 認可後段階で新医薬品政策によって出された新しい法的手段

（危機管理／リスク最小化計画の導入など）を実施する。 

2005 年度第 4 四半期 

当庁の提携先や利害関係者との緊密な協力により、補足的なプ

ロセス改善が医薬品販売承認一変申請の分野に導入可能か

どうかを検討する。 

2006 年度第 4 四半期 

• 以下のようなイニシアティブを取り、ヒト用医薬品分野におけ

る EMEA の危機管理戦略注８をさらに発展させる 
－安全性シグナルを効果的かつ早期に発見することを促すた

め、EudraVigilance データベースに追加的機能を導入する。

－市販後医薬品安全性監視のデータ収集を促進するために、次

のような監視方法の強化を積極的に行う。 
i) 対象となる医薬品の集中的監視に携わる学術センターを特定

する。 
 ii) その実用的実施・利用を可能にするために、そのような学術

センターネッワークを構築する。 
－認可後のより良い取り組みのために、科学的アドバイス手順の強

化を図る。 
－利害関係者と共に承認後安全性試験の最適な方法を探る。 
－ワクチンに関する質の高い承認後安全性試験を行うために適し

た方法とプロセスの発展について、欧州疾病予防管理センター

(ECDC)と審議を始める。 

 
 
2005 年度第 4 四半期 
 
 
 
2005 年度第 3 四半期 
 
2006 年度第 3 四半期 
 
2005 年度第 3 四半期 
 
2006 年度第 2 四半期 
2006 年度第 1 四半期 

• ヒト用医薬品のためのEUの危機管理戦略の中で取り上げられ

るべき追加的課題（例えば、地域センターの関係を強化）を特

定する。 

2005 年度第 2 四半期 

• 各国薬事当局との協力と欧州監視戦略に従って、中央審査によ

って承認された医薬品や、EU 各国で個別に承認された医薬品

に関する副作用報告を最大限に活用するために、動物用医薬品

委員会(CVMP: Committee for Veterinary Medicinal 
Products)で合意されたイニシアティブをタイムリーに実施す

ることを保証する。 

2005 年度第 3 四半期 

 

 

 

 

 
注８．EMEA 危機管理戦略において行われる様々なイニシアティブに関する行動計画の詳細は、2005 年第 2 四半期中に

公表される予定である。 
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付録 4 
 

透明化とコミュニケーション分野 

(Area of Transparency and Communication) 
 
基本方針 (Key Principles) 

EMEA は、特に、公開医薬品審査報告書(EPARs)の公表など、その活動に関する情報を発表するという

わずかな法的義務を伴って 1995 年に発足した。特に、むしろ全体的に秘密主義的な医薬品産業という

状況にあった欧州においては、このイニシアティブは有意義なものであった。 

1995 年以来、法的抑制を尊重する必要がある一方で、当庁は、より一層の公開性(openness)につながる

透明化政策(Transparency Policy)を継続的に見直してきた。これにより、2003 年 10 月、EMEA マネ

ージメント・ボード（管理委員会）は新たな政策を採択した。 

医薬品法に関して 2001 年に行われた EU によるレビュー(the EU review 2001 of pharmaceutical 
legislation)の成果は、一層の透明化をもたらすと共に、当庁の情報提供における役割を強化する。 

2003 年の 10 月に導入された EMEA 所有の文書へのアクセスに関する新法と、2004 年 1 月に施行され

た実施規則の中には、新たな法律上の義務が見られる。 

これらすべては、当庁に少なくとも２つの長期政策上の影響を与える。一つ目は、当庁の自己決定によ

る方策の適用範囲と利益はより一層制限される可能性があること。２つ目は、当庁の義務は国民や企業

による制約を受けること。情報を公開しないという決定は、単にオンブズマンに対して寄せられる悪行

政に関する苦情というだけではなく、今では、法廷における問題として挑戦を受ける可能性がある。 

上記のような課題に取り組むために、単に目に見えるコミュニケーション分野（広報部、ウェブサイト

／ホームページなど）だけではなく、一般市民への提供を目的とした文書の準備など、積極的アプロー

チから生じる資源的影響を十分に考慮して、EMEA は積極的かつ注意深く新しいコミュニケーション任

務(mandate)を受け入れていくつもりである。 

これにより、当庁の透明性のレベルは、徐々にかつ段階的に高められるであろう。特に、議事録、会議

要約、そして関係団体との定期的インフォデー(infodays)を組織するなど、第一段階では主に、医薬品

そのものとは関係のない問題の分野で透明性を高めることに焦点が当てられる。そのようなインフォデ

ー(infodays)の情報はできる限り多くの人に向けてインターネットで公開される予定である。また、医

薬品の製品性に直接関係のない諸問題における透明性を高めることは、特定のワークショップの編成を

通じて、関係団体が臨床試験の評価項目／エンドポイントなど一般的問題の議論により一層関与すると

いうことを意味する。 

新しい法規定に加えて、第二段階では、進行中の製造販売承認申請や医薬品販売承認一変申請など、当

庁は医薬品に関する情報公開をどのように補足すべきか探る必要がある。患者や医薬品ユーザーと医療

専門家からの可能な治療に関する早期情報を求める要望が高まる一方で、企業が所有する機密情報の商

業上の守秘義務を重視する必要性との適切なバランスを探るにあたり、当庁は他分野で取られるアプロ

ーチにも十分配慮するつもりであるそして、一般市民と医薬品産業のどちらにも不利にならないような

配慮をすることが特に重要であるすべての基本方針とそれに向けたイニシアティブは、EMEA の透明化

とコミュニケーション戦略の中に盛り込まれ、今後、最終決定に向けて提携先や利害関係者との更なる

話し合いが行われることになっている。また、条件付承認など新医薬品政策コンセプトに関する問題や、

早急に市場への提供が求められる医薬品に影響を与える重要な品質／安全性／有効性に関する問題に

おいては、患者と医療専門家の効果的なコミュニケーション手段を構築することに特別な注意が払われ
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るであろう。当庁は、組織的に学界や学術団体に関連情報を提供して、更にコミュニケーション提携の

輪を広げていく予定である。 

ＥＵ規制制度全体にとっても、透明化とコミュニケーションへ向けた同様のアプローチを取ることは極

めて重要であるので、EU レベルで全規制当局との審議が始められ、これによって、EU の透明化とコ

ミュニケーション戦略が促進されるであろう。そして、EU 全般に関わるそのような戦略を立てること

は、全 EU 規制機関の共通アプローチを確固たるものにするための承認後の安全性データに関するコミ

ュニケーションという分野において、特に重要であろう。 
 
行動計画 (Action Plan) 

透明化とコミュニケーションの分野において、EMEA の構想を実現するために行われる活動を以下に要

約する。 
 
アクション 達成期限 
• 2003 年 10 月に EMEA マネージメント・ボード（管理委員会）

で採用された全ての透明化政策措置(Transparency Policy 
Measures)を実施する 

2005 年度第 4 四半期 

• 次の項目によって、医薬品の製品性とは直接関係のない問題に

おいて EMEA の透明化を促進する。 
－マネージメント・ボード（管理委員会）レベルで、会議での

協議事項と議事録を発表し、関連する裏づけ資料を入手可能

にする。 
－科学委員会レベルで、関係団体とともに定期的にインフォデ

ーを組織し、インターネットでインフォデーに関する放送や

会合の要旨を公開してインフォデーのフォローアップを行

う。注９ 
－医薬品の製品性とは直接関係のない問題について、科学委員

会レベルで行われる会合の要旨を公表する。 
－科学委員会の調査委員会レベルで、（学界、学術団体、医薬

品業界の代表などの参加を伴って）一般的な科学問題（臨床

試験のエンドポイントのような）について話し合うための公

開ワークショップを行う。 
－科学委員会の調査委員会レベルで、医薬品の製品性とは直接

関係のない問題についての会合要旨を発表する。 

 
 
2006 年度第 1 四半期 
 
2006 年度第 3 四半期 
 
 
 
2007 年度第 1 四半期 
 
2006 年度第 1 四半期 
 
 
 
2007 年度第 3 四半期 

• 次の項目によって、医薬品の製品性に関連する問題の分野にお

ける EMEA の透明化を促進する。 
－当庁の提携先や利害関係者との協議を通じて、早期情報に対する

患者や医薬品ユーザーおよび医療専門家の要望の高まりと、企

業が所有する機密情報の商業上の守秘義務を重視する必要性

との間で最適なバランスを探る（それぞれの地域の実情を踏ま

えながら）。 
－新しい法規定に加え、EMEA のマネージメント・ボード（管理

委員会）に対して医薬品に関する情報公開を補足する方策を提

案する。 

 
 
2005 年度第 3 四半期 
 
 
 
 
2006 年度第 3 四半期 

注９．動物用医薬品委員会（CVMP）と希少疾病用医薬品委員会（COMP： Committee on Orphan Medicinal Products）

のレベルでは、そのようなインフォデーはすでに組織されている。
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• EU レベルでの共通アプローチを達成するために、透明化、コ

ミュニケーション、および情報提供に関する問題について、

EMEA の提携先や利害関係者との審議を始める。 

2005 年度第 4 四半期 

• EU の透明化とコミュニケーション戦略を引き続き発展させ

る。 
2006 年度第 3 四半期 
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付録５ 

 

患者へのヒト用医薬品に関する情報提供分野 

 
基本方針  

提供された情報に対する患者のアプローチ方法が、ここ数年著しく変化していることを強調しておく必

要がある。かつて、医療やアドバイスの消極的な受取手であった患者は、社会的権利を持つ積極的な医

療消費者へと変化した。今日では、患者は自分のための医療判断により深く関わることを望み、疾病や

医薬品に関する情報を積極的に求めている。したがって、情報提供に際しては、このような傾向を十分

考慮するべきである。 

情報の対象者となる患者にとって、適切で、信頼性のある正確な、そして医薬品使用に伴うリスクと利

益に関してバランスの良い情報を、タイミングよく利用しやすい形で患者に提供することは重要な課題

であろう。そのような情報提供に関する EMEA の構想は、より正しい医薬品の使用を促進するための

適切な政策が取られることによって推進される。その結果、患者に対してより適切かつ利用しやすい情

報提供が達成されるであろう。このために、医薬品承認規制の枠組みの中で、患者への情報提供が最も

効果的な方法で行われるように、患者と患者グループのより適切な関与が求められる。さらに、EU レ

ベルで共通アプローチを達成するために、加盟各国との親密な交流が最優先事項である。しかし、付録

４でも概要を述べたように、EU の透明化とコミュニケーション戦略の発展という点で、既存のネット

ワークモデルを最大限活用し更に強化する必要があるだろう。 

上記の目標を達成するために、当庁は以下の取り組みに関するイニシアティブを打ち出す予定である。 

(1) 医薬品法に関して 2001 年に行われた EU によるレビュー(the EU review 2001 of pharmaceutical 
legislation)の成果 

(2) 医薬品のイノベーション・提供に関するハイレベルグループ(High Level Group)による G10 勧告 

(3) 2003 年の 12 月 1 日、2 日に行われた保健相の協議会決議(Resolution of the Council of Health 
Ministers) 

当庁は、すでにこれらのイニシアティブの実施準備を始めており、患者団体とともに EMEA とヒト用

医薬品委員会(CHMP: Committee for Medical Products for Human Use)の調査グループを発足させた。

そのような調査グループは透明化、情報提供、医薬品情報、市販後医薬品安全性監視の分野で達成され

るべき更なる改善を目指し、以下のような項目に関して幅広く討議を続けてきた。 

（１）患者のニーズに合った情報を提供する 

（２）適切なコミュニケーション手段を構築する 

（３）医薬品の使用に関する市民の意識を高める 

以上の討議によって、当庁の提携先や利害関係者との協議を必要とする具体的提案が成立した。 

ヒト用医薬品委員会の調査グループによる提言は、G10 提言と保健相の協議会決議に対する当庁の主な

返答要素となるであろう。また、特にこれらの提言のいくつかは EU レベルでの調和的アプローチを必

要とするため、調査グループによる提言は、より質の高い情報を目指し欧州委員会が取るイニシアティ

ブに大きく貢献すると考えられる。 

加えて、患者への既存情報の質やインターネットによる質の高い情報へのアクセス性について検討する
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ために、EMEA は、特に官民の提携を促進するなど、質の高い情報提供に関する欧州委員会の行動計画

のいくつかの側面を支援する予定である。 
 
 
行動計画 

患者へのヒト用医薬品に関する情報提供の分野において、EMEA の構想を実現するために行われる活動

を以下に要約する。 
 
アクション 達成期限 

• 患者団体とともに、EMEA とヒト用医薬品委員会(CHMP)の調

査グループによって示された提言をまとめる。 

2005 年度第 1 四半期 

• 改正医薬品政策から生まれた新たな法規定を含みつつ、

EMEA に直接影響を与える提言を行う。 

2006 年度第 2 四半期 

• 欧州委員会の援助の下、EU 全体のアプローチを必要とする

他の提言に関して、官民提携プロジェクトに必要な支援を与

えるため、欧州委員会と各国薬事当局との協議を始める。 

未定 
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付録６ 

 

試験実施・管理に関する基準(GXP) 分野 

 
基本方針  

本質的な試験実施・管理に関する基準(GXP)が首尾一貫して行われることを保証するための適切な品質

システムは、すべての確固たる規制システムの基盤である。拡大 EU、治験に関する EU の指令の実施

(EU Directive)、新技術の導入、製造および管理面での新技術利用への取り組み、それらを結びつけ変

化し続ける現在の環境の中で、数年後には、EU 規制制度は具体的な課題に直面する。 

これらの課題をうまく処理するために、適切な品質保証システムにおける EMEA ネットワークモデル

の効率的運営が求められる。特に、非 EU 諸国で行われる査察については、EMEA が各国薬事当局に

よって行われる試験実施・管理に関する基準についての査察を効率的に調整することが大変重要である。

また調整においては、作業の重複を避けるために、分散審査方式により承認を得た医薬品と強い関連性

があり、かつ中央審査方式によって認可を得た医薬品、という枠組みにおける査察が考慮されなければ

ならない。このような EMEA の役割は、加盟各国のレベルにおいて、査察のための人材が十分に確保

できた時のみ効果を表す。特に科学的審査官と査察官の間の協力を高めることによって、調整に確固た

る科学的インプットを行うことは、査察の質、効率、効果を高めるであろう。これに対しては、専門家

セミナーのようなトレーニング活動を通じて更に支援が行われる予定である。 

当庁は、業界が遺伝子治療や細胞治療など新治療の影響を予測すると同時に、製造および分析分野にお

ける新たな製薬技術やアプローチをうまく利用できることを保証するために積極的な取り組みを行う

予定である。この取り組みの一部は、科学的審査官と GXP 査察官の間の情報交換と相互理解を促進し、

活動・業務の重複を避け、EU および国際資源・人材の両方を最大限に活用する相互的アプローチを推

進するために、EMEA によって組織されている既存の活動を更に拡大していく。 

GMP に関しては、EU の GMP 査察当局(EU GMP inspectorates)のための欧州合同監査プログラム

(Joint Audit Programme)の取り組み(work)により、適切な品質保証システムを保証する。これは、適

切なトレーニングによって支えられ、それによって拡大 EU 全体の水準の高さを確かなものとする。更

に、完成医薬品、有効成分、ある種の医薬品添加物の GMP 調整に関する当庁の新しい役割と責任は、

製造情報に関する EU 全体の透明性に多大な影響を与えるであろう。EU 全体を網羅する製造販売承認、

査察情報、GMP 証明書に関するデータベースを導入することは、重複を避け、EU の資源・人材を最

大限に活用すると共に、規制側により良い情報を提供する機会を与えている。医薬品添加物に関するい

かなる新 GMP 基準も、すべての利害関係者を交えて慎重に検討されるであろう。 

活動・業務と資源・人材の調整は、製造販売者監視のための EU システムが最大限に機能する基盤とな

るであろう。これは、オンライン構造決定法／プラズマ・マスター・ファイル(PMF: Plasma Master File)
やワクチン抗原マスター・ファイル(VAMF: Vaccine Antigen Master File)などの認可法に関しては、特

に重要である。EMEA は品質面からの危機管理に関する国際的な討議への貢献と、非 EU 加盟国に提

供される規制情報を扱う世界保健機構(WHO)との協力を通じて、上記のイニシアティブを更に支持して

いく考えである。 

EU 拡大に伴って治験に関する EU の指令(EU Directive)が効力を発したことによって、課題とチャン

スの両方が生まれた。協調、審査業務手順、共通アプローチの発展および合同訓練イニシアティブに関

する GCP 査察グループの取り組みを通じて、当庁は実施に伴う課題を支援していく。当庁の治験に関

するデータベースへの支援は、たとえば治験における副作用報告の分野等で、規制側のコミュニケーシ

ョンと情報入手性および患者の情報への適切なアクセスという点で貢献することができるであろう。ま

た、GMP と品質評価の分野においては、科学審査官と GCP 査察官の間でより良い理解に向けた努力が
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なされることは、評価と監視分野における相互作用と健全性を高めるであろう。更に、新分野における

治験の査察と生物学的利用率試験、特に第１相試験を行う治験開発受託機関に特別な注意が払われるで

あろう。 

承認後の分野においては、欧州薬局方委員会(EDQM)の支援のもとで政府医薬品管理研究所(OMCLs)に
よって行われる認可後試験を通して、製品の質と安全性監視を強化し、また、製品の不具合の監視、市

販後医薬品安全性監視のための査察をおこなうことによってEU市場での医薬品の品質と安全性に関す

る監督が促進されると考えられる。 

不正医薬品・偽造品という深刻な問題については、政府医薬品管理研究所の不正医薬品取締りへの更な

る努力・貢献が求められている。 
 
行動計画 

試験実施・管理に関する基準(GXP)の分野において、EMEA の構想を実現するために行われる活動を以

下に要約する。 
 
アクション 達成期限 

• 完成医薬品、有効成分、ある種の医薬品添加物の GMP 調整等

に関する新医薬品政策を実施する。 

2005 年度第 4 四半期 

• 最初の工業生産バージョンを作り上げることによって、製造販

売商人、査察情報、GMP 証明書に関するＥＵ全域にわたるデ

ータベースを構築する。 

2006 年度第 4 四半期 

• 例えば、手順、実施、能力開発の調和という面で、各国薬事当

局への支援を提供することによって、治験政策の実施を促進す

る。 

2007 年度第 4 四半期 

• PMF や VAMF 認可法における査察調整を強化する。 2006 年度第 4 四半期 
• 欧州合同監査プログラムを最大限に活用する。 2006 年度第 1 四半期 
• EMEA のプロセス分析技術(PAT：Process Analytical 

Technology)チームと医薬品規制調和国際会議(ICH)レベル

での協力を通じて、新しい製造と管理アプローチの導入を促

進する。 

2007 年度第 4 四半期 

 
 
 
 


