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医薬品医療機器総合機構とは医薬品医療機器総合機構とは

医薬品 医療機器 承• 医薬品、医療機器の承
認審査

市販後安全性情報の• 市販後安全性情報の
収集、分析、提供

医薬品副作用等の健• 医薬品副作用等の健
康被害の救済

を実施する独立行政法人を実施する独立行政法人

（日本のＦＤＡ）

Ｈ１６（２００４）年4月1日
設立



医薬品医療機器に係る業務の流れ薬 療機 務 流

非臨床試験 臨床試験 承認申請 市販後対策研究開発 非臨床試験 臨床試験 承認申請 市販後対策研究開発

GLP調査 GCP調査 GMP/GQPGQP調査 GPSP/GVPGVP調査

治 験 相 談 審 査 市販後安全対策研究開発振興

救済

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
（平成１６年４月発足）

独立行政法人医薬基盤研究所
（平成１７年４月発足）

審査報告 承認 回収命令等

厚生労働大臣
（医薬食品局）
厚生労働大臣
（医薬食品局）

厚生労働省医政局厚生労働省医政局 GLP=非臨床試験実施基準
GCP=臨床試験実施基準
GMP=製造品質管理基準
GQP=製造販売品質保証基準
GPSP=製造販売後調査・試験実施基準
GVP=製造販売後安全管理基準 薬事・食品衛生審議会薬事・食品衛生審議会



PMDAPMDAの３大業務の３大業務

医薬品等の副作用 感染

医療費、障害年金、遺族一時金等の支給

医薬品等の副作用・感染
による健康被害の救済

スモン、ＨＩＶの被害者への健康管理手当

特定Ｃ型肝炎感染被害者への給付金の支給

治験相談・申請前相談

等の支給

医薬品・医療機器の
承認審査

承認申請資料の信頼性調査

有効性・安全性の審査

承認申請資料の信頼性調査
ＧＬＰ・ＧＣＰ・ＧＭＰへの適合性調査

安全性情報の 元的収集 デ タベ ス化

医薬品・医療機器の
安全対策

安全性情報の一元的収集・データベース化

安全性情報の科学的評価分析・調査検討
安全対策

情報の提供・消費者くすり相談
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PMDAPMDAの理念の理念（平成（平成2020年年99月）月）

わたしたちは、以下の行動理念のもと、医薬品、医療機器等の審査及び安全
対策、並びに健康被害救済の三業務を公正に遂行し、国民の健康・安全の向
上に積極的に貢献します上に積極的に貢献します。

¶ 国民の命と健康を守るという絶対的な使命感に基づき、医療の進歩を目指し
滞なく 高 透 性 業務を遂 すて、判断の遅滞なく、高い透明性の下で業務を遂行します。

¶ より有効で、より安全な医薬品・医療機器をより早く医療現場に届けることに
より、患者にとっての希望の架け橋となるよう努めます。

¶ 最新の専門知識と叡智をもった人材を育みながら、その力を結集して、有効¶ 最新の専門知識と叡智をもった人材を育みながら、その力を結集して、有効
性、安全性について科学的視点で的確な判断を行います。

¶ 国際調和を推進し 積極的に世界に向かって期待される役割を果たします¶ 国際調和を推進し、積極的に世界に向かって期待される役割を果たします。

¶ 過去の多くの教訓を生かし、社会に信頼される事業運営を行います。
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MHLWMHLWととPMDAPMDAとの役割分担との役割分担

【【MHLWMHLW】】 行政措置等の実施。行政措置等の実施。
（例） ・ 救済判定

・ 審議会への付議、最終的な承認判断
・ 回収・緊急安全情報発出の指示・ 回収・緊急安全情報発出の指示
・ 緊急かつ重大な案件に係る安全対策業務

【【PMDAPMDA】】 科学的な判断の実施。科学的な判断の実施。
(例) ・ 拠出金の徴収 救済給付金の支給(例)     拠出金の徴収、救済給付金の支給

・ 医薬品等の審査・調査、治験相談
・ 副作用報告の受理・収集・整理・調査
・ 副作用情報の提供

密接な連携のもと医薬品、医療機器の審査や安全対策に当たっており、車の両輪密接な連携のもと医薬品、医療機器の審査や安全対策に当た ており、車の両輪
といって然るべきである。また、そのパイプは強力に結ばれていなければならず、
人材の交流も重要と考える。
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ＰＭＤＡの仕事ＰＭＤＡの仕事

• ベネフィットだけでなく、必ず何らかのリスクを
伴うものに対し、それらを比較衡量しながら最伴うも 対 、それらを比較衡量 な ら最
も適切な対応を図ることが要求されている

患者さんの声 副作用被害者の声等々常に• 患者さんの声、副作用被害者の声等々常に
世間の耳目に晒されている

• さまざまな判断や対応をするに当たっては、
科学的な「拠り所」が必要となる科学的な 拠り所」が必要となる



ＰＭＤＡの業務にＰＭＤＡの業務に
ll の概念を導入の概念を導入Regulatory ScienceRegulatory Scienceの概念を導入の概念を導入

•• 規制とは 国民の生活を安全かつ公平に保つため規制とは 国民の生活を安全かつ公平に保つため•• 規制とは、国民の生活を安全かつ公平に保つため規制とは、国民の生活を安全かつ公平に保つため
の手段であり、性悪説の立場から、国民を保護するの手段であり、性悪説の立場から、国民を保護する
手段（より良い社会を構築するためのツール）手段（より良い社会を構築するためのツール）手段（より良い社会を構築するためのツ ル）手段（より良い社会を構築するためのツ ル）

•• PMDAPMDAは、規制当局の一翼を担う、との認識は、規制当局の一翼を担う、との認識

•• 規制に規制に評価基準評価基準を導入を導入•• 規制に規制に評価基準評価基準を導入を導入

これは科学的に設定されるべきこれは科学的に設定されるべき
この科学が“Regulatory Science”
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レギュラトリーサイエンスとはレギュラトリーサイエンスとはレギ ラトリ サイ ンスとはレギ ラトリ サイ ンスとは

ギギレギュラトリーサイエンスとは、科学技術進レギュラトリーサイエンスとは、科学技術進

歩の所産のメリットとデメリットを予測・評価歩の所産のメリットとデメリットを予測・評価歩の所産のメリットとデメリットを予測 評価歩の所産のメリットとデメリットを予測 評価
する方法を研究し、社会生活との調和の上する方法を研究し、社会生活との調和の上
で 最も望ましい形に調整（で 最も望ましい形に調整（ ll ）する）するで、最も望ましい形に調整（で、最も望ましい形に調整（RegulateRegulate）する）する
こと。こと。と。と。

19871987年年 内山内山充氏（国立衛生試験所副充氏（国立衛生試験所副19871987年年 内山内山充氏（国立衛生試験所副充氏（国立衛生試験所副
所長：当時）に所長：当時）により提唱された。より提唱された。
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レギュラトリーサイエンスの歴史（１）レギュラトリーサイエンスの歴史（１）

１９８７ 内山博士「レギュラトリーサイエンス」
の概念を提唱

１９９３ 日本薬学会年会に「レギュラトリーサ
イエンス討論会」設置イエンス討論会」設置

１９９８ アメリカ薬学会「Regulatory Science 
Section」設置

２００３ 日本薬学会「レギュラトリーサイエンス２００３ 日本薬学会「レギュラトリーサイエンス
部会」発足



レギュラトリーサイエンスの歴史（２）

２００４ 東京大学大学院薬学系研究科に「医薬品評

レギュラトリーサイエンスの歴史（２）

２００４ 東京大学大学院薬学系研究科に「医薬品評
価科学」 講座開設

２００７ 日本学術会議・レギュラトリーサイエンスにつ２００７ 日本学術会議・レギュラトリーサイエンスにつ
いての検討開始

２００８ ＰＭＤＡはレギュラトリーサイエンスを基軸に２００８ ＰＭＤＡはレギュラトリ サイエンスを基軸に
する連携大学院構想を発表

２００９ ＦＤＡ「Report on Status of Regulatory Science at 
発表FDA: Progress, Plans and Challenges」発表

２００９ ＰＭＤＡにレギュラトリーサイエンス推進部設
置置

２０１１ 第４次科学技術基本計画に「レギュラトリー
サイエンスの推進」が盛りこまれるサイエンスの推進」が盛りこまれる



レギュラトリーサイエンスの側面レギュラトリーサイエンスの側面

• 「行政科学」、「規制科学」としての側面～健
康や環境に関する公共政策に科学的根拠を康や環境 関する公共政策 科学的根拠を
与える

「評価科学」としての側面 新技術や生産物• 「評価科学」としての側面～新技術や生産物
をあらゆる観点から正しく評価する

• 「使命遂行型科学」としての側面～明確な政
策的ゴールを意識する策的 ルを意識する



Regulatory Science は Harmonization の科学
基本 科学その基本は Compliance の科学

A

医薬品医薬品 B

医療機器医療機器
法令法令

C

法令法令
その他その他

D

E

多くの次元の要素を満たす科学的判断多くの次元の要素を満たす科学的判断
Multidisciplinary Science



コンプライアンスとは？コンプライアンスとは？

単なる「法令遵守 な• 単なる「法令遵守」ではない！

• 法令なり 市民生活の拠り所となる社会規範法令なり、市民生活の拠り所となる社会規範
全般に忠実であること

従 て その尺度は時として変わる！• 従って、その尺度は時として変わる！

• さらに、医薬品・医療機器に関していえば、そさらに、医薬品 医療機器に関していえば、そ
の対象疾患や医療上の位置づけによって判
断が異なる場合もある断が異なる場合もある



レギュラトリーサイエンスのレギュラトリーサイエンスの33つのつの柱柱
科学技術進歩のメリットとデメリットを、予測・評価する方法を研究し、調和する

評価方法の評価方法の
改善

ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙ
多要素の

ﾘｻｰﾁ

への対応
バランス

への対応
15



評価への応用評価への応用

例えば、薬剤、使用者、患者という3つのFactorからHarmonizationとComplianceを考察

（薬事におけるレギュラトリーサイエンスの例）（薬事におけるレギュラトリーサイエンスの例）

【薬剤】
領域と作用
投与期間

－ 作用強度 ＋

内分泌系統

単剤・多剤併用
GLP, GCP, GMP

【使用者（医師 病院）】

神経系統

消化器系統

呼吸器系統【使用者（医師・病院）】
高度専門病院（専門医の有無）
専門病院（専門医の有無）
一般病院

▲ 基準点（可変）

期待する薬効 vs  副作用

・・・

呼吸器系統

 般病院
専門診療所（専門医の有無）
一般診療所

【患者】
Genomeに基づく個体差
疾患診断（単一・複数）疾患診断（単 複数）
重症度
投与量／方法／期間 etc.
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多要素のバランス多要素のバランス
（薬事におけるレギュラトリーサイエンスの例）（薬事におけるレギュラトリーサイエンスの例）

? ?? ?
Benefits Risks

 リスク／ベネフィット リスク／ベネフィット

 コスト／ベネフィット 等

→ レギュラトリーサイエンスにより 最善の予測を

17

→ レギュラトリーサイエンスにより、 最善の予測を



トランスレーショナルリサーチへの応用トランスレーショナルリサーチへの応用
（薬事におけるレギュラトリーサイエンスの例）（薬事におけるレギュラトリーサイエンスの例）

＊近未来の医薬品・医療機器を予測近未来の医薬品 医療機器を予測

する研究（どういうものが望まれているか）

＊トランスレーショナルリサーチに協

力する方法の追求（シ ズをどう ズに繋力する方法の追求（シーズをどうニーズに繋

げていくか）

＊評価系の確立（どのように世に出していくか）
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“Regulatory Science Bridge”

Proper Introduction

Data Assessment

Products of

Patients/
Society

Products of 
Sciences

(Substances, y
Knowledge,
Information)
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ＰＭＤＡではどのようにレギュラトＰＭＤＡではどのようにレギュラト
リーサイエンスを実践しているかリ サイ を実践 る



具体的な事例具体的な事例

• いくつかの事例を示しますが、特定の商品を
推奨したり、誹謗したりするものではありませ推奨 り、誹謗 りするも ありま
ん

• 本日お示しするものはすべてＰＭＤＡのＨＰ• 本日お示しするものはすべてＰＭＤＡのＨＰ

（http://www.pmda.go.jp/）又はＰＭＤＡ情報
提供ＨＰ（http://www.info.pmda.go.jp）に掲

載されています載されています



事例１ 新型インフルエンザ
ワクチンの特例承認

特例 係る報告書 件あるが 前者 例特例承認に係る報告書（2件あるが、前者の例
で説明）

http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P201000
019/34027800 22200AMX00248 A100 1 pdf019/34027800_22200AMX00248_A100_1.pdf

http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P201000
020/300242000_22200AMX00249_A100_1.pd
ff



事例１ 特例承認とは
（薬事法14条の３）

以 点を満たすも と政令 定める医薬品 医療機器以下の2点を満たすものと政令で定める医薬品・医療機器の

場合、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、承認できる制
度度

①国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾
病のまん延等を防止するため緊急に使用されることが必要病のまん延等を防止するため緊急に使用されることが必要
な医薬品・医療機器であり、かつ、その使用以外に適当な方
法がないこと。

②その用途に関し、外国において販売することが認められてい
る医薬品・医療機器であること。



事例１ 新型インフルエンザ（A/H1N1
）ワクチン接種の基本方針

新型イ ザ対策本部決定2009.10.1 新型インフルエンザ対策本部決定

４．ワクチンの確保ワクチンの確保

（１）今後の感染の拡大やウイルスの変異等の可能
性を踏まえると 上記の優先的に接種する者以外に性を踏まえると、上記の優先的に接種する者以外に
おける重症例の発生があり得るため、健康危機管
理の観点から 国内産に加えて 海外企業から緊理の観点から、国内産に加えて、海外企業から緊
急に輸入することを決定し、ワクチンを確保する。



事例１ 特例承認の概要事例１ 特例承認の概要

乳濁 ザ 株乳濁 A 型インフルエンザHA ワクチン（H1N1 株）

2009 10 16 申請2009.10.16 申請

2009.11.25 ＰＭＤＡ：特例承認に係る報告書作
成成

2009.12.26 薬事・食品衛生審議会部会開催（薬事 食品衛生審議会部会開催（
承認を可）

2010 1 20 承認2010.1.20 承認



事例１ 有効性について
報告書 Ｐ５８

製法等 異なる ク お 免• 製法等の異なるワクチン:D‐Pan(H1N1)において、免
疫原性が期待できる海外臨床試験結果あり

• 海外臨床試験によって、 D‐Pan(H1N1) と申請ワクチ
ン：Q‐Pan(H1N1)は同等の免疫原性期待できる

• トリ型ワクチンの結果では日本人と欧米人は同様の
結果～申請ワクチンでも国内外で同様の結果が期結果 申請ワクチンでも国内外で同様の結果が期
待できる

• しかしながら 施行中の日本人臨床試験における申• しかしながら、施行中の日本人臨床試験における申
請ワクチンの免疫原性確認は必須→その後結果確
認（追加報告書Ｐ１５）認（追加報告書Ｐ１５）



事例１ 安全性について
報告書 Ｐ６０

• 免疫原性獲得に必要であるアジュバント添加
による有害事象の増加はあるものの、許容可よる有害事象 増加 あるも 、許容可
能である

国内臨床試験では 海外臨床試験より特定• 国内臨床試験では、海外臨床試験より特定
有害事象の発現率がやや高いが、特に問題
とされる有害事象は発生していないとされる有害事象は発生していない

• 妊婦への接種は推奨しない妊婦 の接種は推奨しない



事例１ 季節性ワクチンの使用株事例１ 季節性ワクチンの使用株

次 ズ 季節性• 次の2010/2011シーズンからは、季節性ワク

チンのＨ１Ｎ１株にパンデミック株が使用されチン 株 ンデ ック株 使用され
るようになった。
http://idsc nih go jp/iasr/31/367/dj3675 htmlhttp://idsc.nih.go.jp/iasr/31/367/dj3675.html

ちなみに 今シ ズン（2011/2012）も昨シ• ちなみに、今シーズン（2011/2012）も昨シー
ズンと同じ

A/California（カリフォルニア）/7/2009（H1N1）pdm09
A/Victoria（ビクトリア）/210/2009（H3N2）
B/Brisbane（ブリスベン）/60/2008（ビクトリア系統）B/Brisbane（ブリスベン）/60/2008（ビクトリア系統）



事例２ サリドマイドの承認（難治・再
発性多発性骨髄腫の適応）

• 審査報告書審査報告書

http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P200800
053/670142000 22000AMX02368000 A100053/670142000_22000AMX02368000_A100_
1.pdf

2006年8月承認申請、2008年10月承認



事例２ サリドマイドの概要（１）事例 サリ イ 概要（ ）
審査報告書 Ｐ３

創製 グ タ 酸誘導体1953 創製（グルタミン酸誘導体）

1957 旧西独で睡眠誘導剤、精神安定剤として1957 旧西独で睡眠誘導剤、精神安定剤として
販売（その後、米を除く46カ国で販売）

我が国でも販売開始1958 我が国でも販売開始

その後、催奇形性が問題となり（いわゆるサリその後、催奇形性が問題となり（いわゆるサリ
ドマイド事件）

1962 国内で出荷停止 回収1962 国内で出荷停止、回収

その後、薬事法上の承認も整理



事例２ サリドマイドの概要（２）事例 サリ イ 概要（ ）
審査報告書 Ｐ４

ら 性結節性紅斑 抑制作 報告（ 後 血管1965 らい性結節性紅斑の抑制作用報告（以後、血管
新生抑制、ＴＮＦ‐α産生抑制機能に着目した悪性腫
瘍 自 免疫疾患等 対する各種臨床 究実施）瘍、自己免疫疾患等に対する各種臨床研究実施）

2003 豪で一部の多発性骨髄腫への適応で承認

2004 我が国で多発性骨髄腫に対する適正使用ガイ
ドライン作成ドライン作成

2005 未承認薬検討会で早期対応すべきものとされる

2006 米で 部の多発性骨髄腫への適応で承認2006 米で一部の多発性骨髄腫への適応で承認

2008 欧州で一部の多発性骨髄腫への適応で承認



事例２ 有効性の評価効
審査報告書Ｐ２３

＊国内臨床試験（再発又は化学療法抵抗性の
多発性骨髄腫患者に対する非盲検用量漸増多発性骨髄腫患者 対する非盲検用量漸増
試験）

・ 有効性評価集団34例中「有効症例（軽度寛・ 有効性評価集団34例中「有効症例（軽度寛
解以上）」の割合35.3％

・ 国内臨床研究結果からの期待有効割合42
％、閾値有効割合7％％、閾値有効割合7％



事例２ 安全性の評価
審査報告書Ｐ35

• 末梢神経障害、深部静脈血栓症等の有害事
象

• 長期投与における安全性の確認

催奇形性 の対応 安全管理の徹底！＊ 催奇形性への対応～安全管理の徹底！

用法・用量 審査報告書Ｐ44

・ 国内臨床試験においては、適正用量等の明
確な結論は得られず



事例２ 総合評価
審査報告書Ｐ49

非臨床試験成績 参考資料• 非臨床試験成績は参考資料のみ

• 国内臨床試験結果は 有効性 安全性 用国内臨床試験結果は、有効性、安全性、用
法・用量設定に関し不十分

しかしながら 適正な安全管理を前提にしかしながら、適正な安全管理を前提に

＊希少疾病であり、国内の症例集積が困難希少疾病であり、国内の症例集積が困難

＊有効性が期待できる臨床試験結果あり

市販後 臨床試験 おける知見集積＊市販後の臨床試験における知見集積

＠ 総合的に判断して現時点で承認可能＠ 総合的に判断して現時点で承認可能



事例２ ＴＥＲＭＳ事例２ ＴＥＲＭＳ

• サリドマイド製剤安全管理手順～製剤の厳サリドマイド製剤安全管理手順 製剤の厳
格な管理と適正な使用推進



事例２ 処方及び調剤までの流れ事例２ 処方及び調剤までの流れ



事例２ 薬剤の家庭内管理、
ＴＥＲＭＳに関する調査
• http://wwwmhlw go jp/stf/shingi/2r985200• http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200

0000jff9‐att/2r9852000000jflw.pdf



事例２ 薬剤の家庭内管理、
ＴＥＲＭＳに関する調査



事例２ サリドマイドが多発性骨髄腫
の治療薬であることを知っていたか



事例２ サリドマイドが過去に大きな
薬害を起こしたことを知っていたか



事例３ ピオグリタゾン塩酸塩製剤
による膀胱癌のリスク

http://www.info.pmda.go.jp/riscommu/PDF/risc
ommu110803.pdfp

2011年6月9日、フランス規制当局（Afssaps）
は ピオグリタゾン塩酸塩を有効成分とするは、ピオグリタゾン塩酸塩を有効成分とする
医薬品の使用患者の膀胱癌発生リスクに関
する疫学 究 結果を受 れら 薬する疫学研究の結果を受けて、これらの医薬
品の新規処方をしないよう通達



事例３ 諸外国の対応事例３ 諸外国の対応

年 新規処方差• フランス～2011年6 月9 日新規処方差し止め
発表、7 月11 日より回収実施

• ドイツ～2011年6 月10 日新規処方差し止め
通達通達

• ＥＭＡ（ＥＵ全体）～2011年7月21日警告欄で

投与開始前に、患者のリスクファクターの考
慮への注意喚起等を指示慮 の注意喚起等を指示

• ＦＤＡ（米国）～2011年6月15日注意喚起発表



事例３ 我が国の対応（１）事例３ 我が国の対応（１）

2011年6月10日ＰＭＤＡ、評価を行う旨ＨＰで
公表、調査実施公表、調査実施

2011年6月23日厚生労働省食品衛生審議会
安全対策調査会開催安全対策調査会開催

2011年6月24日添付文書改訂指示
• ［重要な基本的注意］の項に 「海外で実施した糖尿病患者を対象とした

疫学研究において、本剤を投与さ れた患者で膀胱癌の発生リスクが増
加するおそれがあり また 投与期間が長くなるとリスクが増える傾向が加するおそれがあり、また、 投与期間が長くなるとリスクが増える傾向が
認められているので、 ・・・」という注意喚起を追記することなど



事例３ 我が国の対応（２）事例３ 我が国の対応（２）

年 査報告書作成2011年7月28日PMDA調査報告書作成

http://www.info.pmda.go.jp/riscommu/PDF/rischttp://www.info.pmda.go.jp/riscommu/PDF/risc
ommu110803frep.pdf

（添付文書の更なる改訂は不要）（添付文書の更なる改訂は不要）

2011年７月29日厚生労働省食品衛生審議会年 月 日厚生労働省食品衛生審議会
安全対策調査会開催



事例３ ここに至るまでの経緯
ー調査報告書より（１）

年 我が 審査時 を• 1999年 我が国の承認審査時にラットを用い

たがん原性試験で膀胱腫瘍の発生～ラットに原性試験 膀胱腫瘍 発 ラッ
特有な変化。添付文書には記載

• 2002年 ＦＤＡ PPARα/γ アゴニストのがん原• 2002年 ＦＤＡ、PPARα/γ アゴニストのがん原

性試験において膀胱腫瘍が観察されたことを
受け 検討を指示受け、検討を指示

• 2004年 ＥＭＡ、同上の理由により、調査の実2004年 ＥＭＡ、同上の理由により、調査の実
施等を指示



事例３ ここに至るまでの経緯－
調査報告書より（２）

外 疫学 究 結• ＰＭＤＡでは、国内外の11の疫学研究の結果
等を精査

2006 欧州の疫学調査で、対照群と比較して、膀胱癌

の発生率が高いことが報告され 米国添付文書にの発生率が高いことが報告され、米国添付文書に
追記されたこと。米国コホート研究の中間解析結果
（特にリスク増加なし）が得られたことを受け 安全（特にリスク増加なし）が得られたことを受け、安全
対策の必要性を検討～更なる注意喚起は不要であ
るも、今後の調査結果を待って再度検討と判断るも、今後の調査結果を待って再度検討と判断

2009 ラットを用いたメカニズム解明試験結果の結果
を受け検討～既に注意喚起しているを受け検討～既に注意喚起している



事例３ ここに至るまでの経緯－
調査報告書より（３）

米 究 第 中 解2010.9.14 米国コホート研究の第2回中間解

析結果で、投与期間の延長や累積投与量の析結果 、投与期間 延長や累積投与量
増加に伴い、リスク比が増加する傾向が認め
られた～この結果を注意喚起するようメーカられた～この結果を注意喚起するようメ カ
ーを指導（メーカーはその必要なしと反論）

再度メ カ に指導2011.4.22 再度メーカーに指導

2011.5.29 メーカーから改訂案提示（仏の措2011.5.29 メ カ から改訂案提示（仏の措
置も含めて対応策を検討）



事例３ ここに至るまでの経緯
－調査報告書より（４）

ＰＭＤＡの判断

• 海外で検討された膀胱癌発生リスクに関する海外で検討された膀胱癌発生リスクに関する
結果については、日本においても活用可能

膀胱癌 発生リ クは増加する可能性があ• 膀胱癌の発生リスクは増加する可能性があ
り、投与期間が長くなるにしたがって発生リス
クが増加する傾向にある

• 結果の解釈における限界はあるものの 安• 結果の解釈における限界はあるものの、安
全対策を行う必要がある



審査報告書 書・ 審査報告書や添付文書には
有効性 安全性についての知、有効性、安全性についての知

見や考え方が纏められている見や考え方が纏められている

・ こうした活動は、レギュラトリ
ーサイエンスの実践の一つの成
果である果である



PMDAPMDAのセイフティ・トライアングルのセイフティ・トライアングル

審査審査
リスクの抑制 国民の安全を守る

世界に誇る薬事システム

国民

安全 救済

国民

安全
継続的リスク

の最小化

救済
発生した

被害の救済の最小化 被害の救済
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新医薬品審査チーム新医薬品審査チ

チ ムによる審査業務等の遂行チームによる審査業務等の遂行
部 長

審査役

チーム主任（2名）

（審査・相談）
チームの構成例

審査チーム（10名）

品質・安定性

（１名）

薬理

（１名）

動態

（１名）

毒性

（２名）

臨床

（２名）

生物統計

（１名）

10

生物統計学医 学獣 医 学薬 学

10
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PMDAにおける医師の役割PMDAにおける医師の役割

医療現場行政

医療現場の知識と
基礎・臨床研究の知識を持った

専門家としての
統合した判断をおこなう統合した判断をお なう

基礎研究 臨床研究
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PMDAにおける医師の主な役割

＊現在約４０名在籍（大学、病院等からの派遣者
が多い）が多い）

【審査】

• 治験相談における臨床医学的関与～審査過程を念頭
に置いた申請者に対する的確なアドヴァイス

• チーム審査における臨床医学的部分における関与～学
会の動向等を踏まえた、申請品目の臨床的意義の評価
とその科学的な評価→審査報告書（臨床医学的評価）とその科学的な評価→審査報告書（臨床医学的評価）
の作成

治験実施医療機関におけるＧＣＰ調査• 治験実施医療機関におけるＧＣＰ調査

【安全】

後安全 策 速
53

• 市販後安全対策の評価と迅速な対応



PMDAにおける臨床医学担当の募集

応募要件 臨床経験５年以上の医師• 応募要件：臨床経験５年以上の医師

• 給与：国立病院に勤務する医師とほぼ同等

• 勤務地：東京・霞ヶ関

勤務時間 ９時３０分 １８時• 勤務時間：９時３０分～１８時

• 休日：土・日、国民の祝日、年末年始

• 研修日：あり（原則週１日）

• 学会参加の機会：あり• 学会参加の機会：あり

• 宿舎貸与：可（国家公務員宿舎）
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産官学・国民の義務と責任ある連携産官学・国民の義務と責任ある連携産官学 国民の義務と責任ある連携産官学 国民の義務と責任ある連携

産 学
Industry Academia

国民
The People

官
l h i iRegulatory Authorities
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ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました


