
PMDAにおける医薬品の審査について
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本日の話題本日の話題

１．抗がん剤を巡る医薬品の開発状況について

２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）について

３．ペプチドワクチンに関する相談を通じての所感
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治療の満足度出典：財団法人ＨＳ振興財団：平成17年度 国内基盤技術調査報告書 2015年の医療ニーズの展望一部改変

（例） ○ 結核・・・・・（昔） 「死の病」 抗生物質（ストレプトマイシン）の発見 （今） 薬物療法で治癒
○ 胃潰瘍・・・（昔） 入院手術 抗潰瘍薬（H2ブロッカー）の発見 （今） 通院で治療・大衆薬もあり
○ 臓器移植・（昔） 実施困難 免疫抑制剤（タクロリムス）の発見 （今） 種々の臓器移植可能

○ 医薬品は人類の叡智・科学技術の結晶。これまでも様々な疾病を克服。
○ 医薬品は健やかで幸せな生活を送るうえで必要不可欠。 3



企業における医薬品開発の状況

国内大手４社が国内外で
実施している抗がん剤の実
治験は４８種類（２０１１年
４～６月公表資料ベース）。

新薬候補物質のうち、抗
がん剤の占める割合は約
４割。

整理中

２００７年３月期時点
（１０％程度）の４倍（１０％程度）の４倍。

4



PMDAの対面助言実施状況

抗悪性腫瘍剤分野での対面助言実施状況

H21年度 H22年度 H23年度

対面助言 54件 62件 59件※

事前面談 176件 193件 96件※※事前面談 176件 193件 96件※※

※ H23年度対面助言件数はH23.１２予定分までの件数
※※ H23年度事前面談は同9月実施済み件数※※ H23年度事前面談は同9月実施済み件数

○ 製薬企業・大学等で抗がん剤開発が活発に行われていることなどを背景に、
対面助言及びその事前面談の件数が多く、しかも増加傾向。

○ 開発は活発に行われているにもかかわらず、劇的な改善効果をもたらす
医薬品開発は困難を極め、またその臨床的評価が難しいことも相談件数増
加の背景として考えられる。
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２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）
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品質の評価 安全性の評価 有効性の評価

医薬品候補物質のスクリ ニング 主な規制
化合
物数

累積
成功率

研究開発の成功率

医薬品の基礎研究から承認審査、市販後までの主なプロセス

基礎研究

急性、慢性、発がん性、催奇形性等の毒
性のチェック（毒性試験）

候補物質の合成方法等を確立
目的とする薬効が生体内でいかなる
反応を生じさせるのかのチェック

医薬品候補物質のスクリーニング

GLP

動物等を対象とした有効性と安全性の評価

主な規制
・制度1406,753

基礎研究
・

非臨床試験
【動物試験等】 目的とする効果が得られそうか、特定臓器に蓄積しないか、至適用量のおおよ

その目安などを得る目的で、吸収・排泄などの体内動態をチェック（非臨床薬物
動態試験）

目的とする薬効以外の薬理作用のチェック
（安全性薬理試験）

（薬効薬理試験）最適な剤型の設計

一定の品質を確保するための
規格及び試験方法などの確立

・GLP
・各種
ガイド
ライン

1:1,731235

第Ⅰ相： 少数の健康人で実施（ヒトの吸収・排泄、ヒトにおける体内
動態と毒性のチェック）

ヒトを対象とした有効性と安全性の評価

動態試験）

有効期間等の設定
（長期安定性試験など）

・GCP
・治験薬

治験
【ヒトによる
臨床試験】

動態と毒性のチェック）

第Ⅱ相： 少数の対象患者で実施（有効性の探索と至適用法・用量の
設定）

第Ⅲ相： 多数の対象患者で実施（総合的な有効性・安全性の検証）

GMP
・各種
ガイド
ライン

・治験相談

承認申請資料の作成

厚生労働省 総合機構による承認審査

承認申請 ・施行規則

承認審査 厚生労働省・総合機構による承認審査

厚生労働大臣による承認承認36 1:11,299

（出典）研究開発の成功
率については 日本製

・総合機構
への委託

・承認条件

医薬品発売後の安全性や使用方法についての情報収集・必要な措置の実施

副作用情報の収集・評価・対策の実施 再審査

市販後

率については、日本製
薬工業協会（国内企業
18社の例：1995～1999

年）より

・ＧＰＳＰ
・GVP市販直後調査 7



２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）

日本発の革新的な医薬品・医療機器の創出に向け、有望なシーズを持つ大学・研究機関、
ベンチャー企業を主な対象として、開発初期から必要な試験・治験に関する指導・助言を実
施するものとして 本年７月１日より開始した施するものとして、本年７月１日より開始した。

基礎研究から実用化に向けては様々な課題があり、課題解決に向けた審査当局との早期相談が重要である。
例えば、品質のデータや毒性データ等を適切に実施していない場合、臨床試験の実施が出来なくなるというケ例えば、品質のデ タや毒性デ タ等を適切に実施していない場合、臨床試験の実施が出来なくなるというケ
ース、
また、革新的な医薬品・医療機器で、品質、安全性、有効性の評価方法が確立していない場合、開発者等で検
討した評価方法のまま臨床試験等を実施しても、品質、安全性、有効性が十分に確保ができているか否かはっ
きりしないことから、承認審査が迅速に行えないケース、等々のおそれがある。きりしないことから、承認審査が迅速に行えないケ ス、等々のおそれがある。

実用化

革新的医薬品・

基礎研究

日本発の
創薬 機器シ ズ

非臨床試験 臨床試験品質試験

疑
問

革新的医薬品
医療機器

創薬・機器シーズ

再生医療等に用いる細胞・組織 初期段階での評価項目
着実な開発に向けては、こ
のような疑問を放置せず

問
点
の
例

再生医療等に用いる細胞 組織
やバイオ医薬品に関する品質・
毒性試験法に関する疑問。

初期段階での評価項目
の決定や必要な被験者
数に疑問。

のような疑問を放置せず、
できるだけ早い段階から
PMDAと相談し、確認して
おくことが重要である。
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２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）

【相談の内容】

• シーズ発見後の大学・研究機関、ベンチャー企業を主な対象とし、医薬品・
医療機器候補選定の最終段階から承認申請に向けて、POC試験程度まで
を目処 必要な試験 治験計画策定等 関する相談 指導 助言を目処に必要な試験・治験計画策定等に関する相談への指導・助言

• 対面助言の対象については、原則として、以下の優先分野に該当し、かつ、
有望性が期待できるもの（例えば、医薬品では物質特許を出願中若しくは取
得しているもの 医療機器では機器の仕様 デザイン 設計に係る試案若し得しているもの、医療機器では機器の仕様、デザイン、設計に係る試案若し
くはプロトタイプがあるもの、又は将来的に画期的医薬品若しくは医療機器
として実用化される可能性が高いものなど）
従来 確認申請制度で対応してきたヒト又は動物由来の細胞 組織を加工し• 従来、確認申請制度で対応してきたヒト又は動物由来の細胞・組織を加工し
た医薬品・医療機器の開発初期段階からの品質及び安全性に係る相談へ
の指導・助言

優先分野
• 再生医療（細胞・組織加工製品）分野の製品再生医療（細胞 組織加 製品）分野の製品
• がん分野の製品
• 難病、希少疾病分野の製品
• 小児分野の製品

9

• 上記以外でも特に革新的な技術を利用した製品
（注）分野間の順位は問わない



２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）

【相談区分と手数料】
• 相談区分は、医薬品戦略相談と医療機器戦略相談を設定。また、大学・研相談区分は、医薬品戦略相談と医療機器戦略相談を設定。また、大学 研

究機関、ベンチャー企業の中には開発に係る財務基盤が十分でない場合も
あることから、一定の要件を満たす大学・研究機関、ベンチャー企業に対し
て低額の手数料区分を設定低額 数料 分を設定

手数料の区分 手数料（1相談当たり※2）

医薬品戦略相談 １，４９８，８００円

医薬品戦略相談（別に定める要件を満たす大学・研
１４９ ８００円

薬 戦 相談 定 要件 満 す 研
究機関、ベンチャー企業） １４９，８００円

医療機器戦略相談 ８４９，７００円

医療機器戦略相談（別に定める要件を満たす大学・
研究機関 ベンチャ 企業） ８４，９００円

【対面助言までの流れ】
事前面談 幅広く大学 研究機関 ベ チ 企業 相談を受け付け 薬

研究機関、ベンチャー企業） ８４，９００円

• 事前面談で、幅広く大学・研究機関、ベンチャー企業の相談を受け付け、薬
事戦略懇談会の意見に基づき、優先順位が高いとされた分野など、一定の
要件を満たすものについて対面助言を実施
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２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）

【実施体制】
• 新たに医薬品や医療機器に関連する研究・開発・薬事等に精通した者をテクニカルエキスパ

ートとして採用
事前 談 対 は 主と 新た 採 た ク カ キ パ が対応 必 応じ• 事前面談に対しては、主として新たに採用したテクニカルエキスパートが対応し、必要に応じ
て審査チームも同席

• 対面助言に対しては、主として審査チームと新たに採用したテクニカルエキスパートが対応
し、必要に応じて当該分野の専門委員も同席

審査マネジメント部 ※対面助言は審査チ ム

し、必要に応じて当該分野の専門委員も同席

相談体制 薬事戦略相談業務を円滑に行うため、審査マネジメント部に新たに薬事戦略相談室を設置。

審査マネジメント部 新薬系審査部
審査チーム

※対面助言は審査チーム
が中心となって実施

相談申込
薬事戦略相談室

相談申込の受付窓口

薬事戦略相談業務に係

生物系審査部
審査チーム

審査チーム等

テクニカル
エキスパート

薬事戦略相談業務に係
る企画、調整 医療機器審査部

審査チーム

審査チ ム等
とのパイプ役

エキスパート

専門委員 ※ 非常に新規性の高い分野や専門的な相談
内容の場合は専門委員も相談等に参加
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２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）

薬事戦略相談では、対面助言を実施する前に、質問事項等に関する事前の打ち合わせ（事前面
談）を行うこととしている 相談者は まず 事前面談の申し込みが必要

【実施状況】

談）を行うこととしている。相談者は、まず、事前面談の申し込みが必要。

（平成２３年７月１日～１１月１日現在）

医薬品関係 医療機器関係 再生医療関係 計
（再生医療関係を除く） （再生医療関係を除く）

対面助言（申込数） 4（大学３、研究機関１） ０ ６（大学１、企業1、研究機関４） １０

事前面談（申込数）注1 医薬品関係
（再生医療関係を除く）

医療機器関係
（再生医療関係を除く）

再生医療関係 計 ％
（再生医療関係を除く） （再生医療関係を除く）

大学 22 3 5 30（45％）

企業・ベンチャー 2 6 12 20（30％）

注１）事前面談は２回目以降の相談もそれぞれ１件となりますので 延べ件数となります

研究機関・その他 6 5 6 17（25％）

％ 30（45％） 14（21％） 23（34％） 67（100％）

注１）事前面談は２回目以降の相談もそれぞれ１件となりますので、延べ件数となります。

○大阪、東京、仙台の3カ所で説明会を実施（説明会参加者合計３８９名）。 また、個別面談は合計７６件実施。
大阪：８月２９日（月）10時～、千里ライフサイエンスセンター ※説明会参加者１８２名。午後に個別面談３２件を実施。
東京：８月３１日（水）10時～、長井記念ホール（渋谷） ※説明会参加者１７２名。午後に個別面談２１件を実施。
仙台：１０月２１日（金）15時～ JALシティー ※説明会参加者３５名 午前に個別面談１１件を実施仙台：１０月２１日（金）15時～、JALシティ ※説明会参加者３５名。午前に個別面談１１件を実施。
説明会以外における個別面談も実施（７件）。その他、11月8日に福島県立医科大において個別面談を５件実施。

○その他、大学等の講演会や会議（大阪大医工情報連携シンポジウム、東京大研究倫理セミナー、文部科学省橋渡し研究支援プ
ログラム拡大運営委員会、PMDA主催GCP研修会＜東京、大阪＞等）において、薬事戦略相談事業に関して説明を実施。
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２．PMDAの相談体制（薬事戦略相談）

詳しい内容や手続きに関してはＰＭＤＡホームページ（http://www.pmda.go.jp/）でご確認ください。
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３．ペプチドワクチンに関する相談を通じての所感
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「がん ク 治験相談 主な相談内容

３．ペプチドワクチンに関する相談を通じての所感

「がんワクチン」の治験相談での主な相談内容

• 原薬・製剤の品質について

• 非臨床での安全性評価とその実施時期について• 非臨床での安全性評価とその実施時期について

• 臨床開発計画全体の戦略（承認申請時の臨床
デ タパ ケ ジ）についてデータパッケージ）について

• 初回投与量、投与スケジュールの設定について

• 増量計画について

• 次相の臨床試験で使用する推奨用量について次相の臨床試験で使用する推奨用量について

• 治験実施計画（対象患者、評価項目、対照薬等）
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３．ペプチドワクチンに関する相談を通じての所感

ペプチドワクチンの主な特徴として、
○ 大学、医師等のアカデミアによる開発が主流
○ ペプチドワクチン開発は、欧米を含め、開発・審査経験が十分に蓄積されていない

○ 将来的な薬事申請を見越した開発の必要性

こと等に留意が必要。

○ 将来的な薬事申請を見越 開発 必要性
○ 「ペプチド」の特徴を踏まえた開発の必要性

 非臨床試験については、従来の医薬品承認審査に際して求める試験が全て
必要とは考えていない。

 臨床研究結果を基にPOC（proof of concept）を整理した上で、その後の
治験計画を検討・実施すること自体は可能と考える。
（実施する治験の安全性・倫理上の問題がないことが前提）

 その一方で、用法用量の妥当性や複数のペプチドを組み合わせる場合などの
配合意義など 承認審査に際して重要な判断根拠をその臨床研究結果のみに配合意義など、承認審査に際して重要な判断根拠をその臨床研究結果のみに
依存して薬事申請を行うことは困難。
（法令上の問題と今後の国際展開を見据えた必要性）
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３．ペプチドワクチンに関する相談を通じての所感

○ 特に薬事戦略相談等の開発初期段階ではアドバイスできることが

限られたり、得られた試験結果によっては、追加の試験をお願いしたり

することもあり、相談者と意見が対立することもあると思います。することもあり、相談者と意見が対立することもあると思います。

○ ＰＭＤＡとしては、相談者がご苦労している内容をよく理解して、懇切丁寧

に対応することは大事だと認識しています また 相談者が 相談したい項に対応することは大事だと認識しています。また、相談者が、相談したい項

目、内容に対して、現在の科学技術や実行可能性等を踏まえて、極力、的

確 応え 行く とが重要と認識 ます確に応えて行くことが重要と認識しています。

○ なお、これまでの研究者等との相談では、PMDAに対して何でも相談に

乗ってくれるとしてご質問いただく場合もありますが、PMDAからは品質、

有効性及び安全性をどのように確保できるかという面からのアドバイスに

限られますのでご承知おき願います。
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３．ペプチドワクチンに関する相談を通じての所感

相談に際してのお願い

○ 相談対象となる医薬品の内容、これまでに得られているデータ、

対象とする疾患領域・使用方法や製薬企業への橋渡しなどの

将来像を可能な限り明確にして、相談資料を作成してください。

○ 相談の際には、相談者として実用化に向けて、どのような課題があると

感じているのか、相談者としての考え方をできるだけ明確にしてください。
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３．ペプチドワクチンに関する相談を通じての所感

【これまでのあゆみ】
平成１６年４月 （独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）発足
平成１８年１２月の総合科学技術会議からの意見具申（PMDA審査部門職員の増員）

に基づきに基づき、
・ 新薬審査・治験相談の体制整備
・ 承認までの期間短縮

全ての治験相談にタイムリ に対応・ 全ての治験相談にタイムリーに対応
・ 新薬開発・審査段階から市販後安全対策の企画立案体制強化
・ 海外規制当局との連携

等に順次対応等に順次対応
平成２３年７月 薬事戦略相談 開始

（アカデミア・ベンチャー等からの相談受け付け開始）

○ 審査期間の短縮、治験相談の応需に一定の成果

今後PMDAとしては、「情報発信を積極的に行うための体制作り」が必要
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ありがとうございましたありがとうございました。
ありがとうございました。
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