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PMDAにおける
相談・審査業務の現状と今後



承認審査期間開発期間

新医薬品の承認までの期間を２．５年（開発期間と審査期間をそれぞれ１．５年、１．０年）
短縮することを目指す（平成１９年度から５年間）

●治験相談体制の拡充強化
－人員の拡充・研修
・新医薬品の審査・相談人員を3年間で
236名増

－治験相談の質・量の向上
・開発期間等の改善を促す助言
・企業の申請準備期間の短縮 等

●承認審査のあり方や基準の明確化
・国際共同治験や新技術に関する指針
の作成 等

●審査体制の拡充強化
－人員の拡充・研修

（同左）

－審査業務の充実・改善
・申請前の事前評価システム導入によ

る申請後の業務の効率化 等

－国際連携の強化
・FDA等海外規制当局との連携強化

開発から申請までの期間を
１．５年短縮

申請から承認までの期間を
１年間短縮

承認審査体制の拡充強化等

承認申請

対策

目標
（平成23年度

達成）

承認

審査等業務の充実
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体制強化

【内容】
新薬審査に係る常勤職員の増員（236人）を図るため、必要な分野の有能な人材を公募を中心に計画的に確保。

【PMDAの役職員数の推移】

（注） 参考で示した増員計画の進捗状況の増員数には、審査員及び調査員のほか、文書管理、研修・研究などに関わる職員も含まれる。

平成19年
4月1日

平成20年
4月1日

平成21年
4月1日

平成22年
4月1日

平成23年
4月1日

第2期
中期計画末
（25年度末）

PMDA全体
（役員含む）

341名 426名 521名 605名 648名 751名

部
門
別
内
訳

審査部門 206名 277名 350名 389名 415名

安全部門 57名 65名 82名 123名 133名

その他 78名 84名 89名 93名 100名

（参考）

増
員
計
画
の
進
捗
状
況

新医薬品審査
（計画：19’～21’）

＋8名
（累計）

＋79名
（累計）

＋155名
（累計）

＋174名
（累計）

＋186名
（累計）

＋236名
（累計）

医療機器審査
（計画：21’～25’）

＋12名
（累計）

＋21名
（累計）

＋38名
（累計）

＋69名
（累計）

安全対策
（計画：21’）

＋12名
（累計）

＋49名
（累計）

＋78名
（累計）

＋100名
（累計）
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新薬審査部門を中心とした人材確保
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

総審査期間（月） 21 20 19 16 12
行政側審査期間（月） 13 13 12 11 9
申請者側審査期間（月） 8 8 7 5 3
総審査期間（月） 12 12 11 10 9
行政側審査期間（月） 6 6 6 6 6
申請者側審査期間（月） 6 6 5 4 3

通常品目
(中央値）

優先品目
（中央値）

新規目標：総審査期間

20年度までの現行計画の目標達成とあわせて、上記の新規目標である
総審査期間（中央値）の目標達成に努める。

平成19年度から21年度までの３年間の目標設定に関しては、この３年間で大量採用を行うため、
① 既存の戦力が、新規採用者のレベルアップにリソースを取られること、
② 新規採用者が一人前の戦力になるためには、一定期間を要すること、
等に留意する必要がある。

平成 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
23年度

10月末まで

通常品目承認件数(件) 29 53 53 92 92 52

総審査期間(月) 20.3 20.7 22.0 19.2 14.7 11.7 

うち行政側期間 12.8 12.9 11.3 10.5 7.6 6.1 

うち申請者側期間 6.9 7.9 7.4 6.7 6.4 5.2 
優先品目承認件数(件) 20 20 24 15 20 27

総審査期間(月) 13.7 12.3 15.4 11.9 9.2 6.8 

うち行政側期間 6.4 4.9 7.3 3.6 4.9 4.1 

うち申請者側期間 6.0 6.5 6.8 6.4 3.4 2.3 

実績

審査期間目標値等（平成16年度以降申請分）
（中央値50％達成で表示）
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審査期間目標値等（平成16年度以降申請分）
（80％達成で換算）

＊通常品目８０％達成値はあくまで試算であり、参考値である。

（参考）

新規目標：総審査期間

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

通常品目
試算

(80%達成)

総審査期間（月） 25 24 22 19 14

行政側審査期間（月） 15 14 13 13 11

申請者側審査期間（月） 11 11 9 6 3

平成19年度から21年度までの３年間の目標設定に関しては、この３年間で大量採用を行うため、
① 既存の戦力が、新規採用者のレベルアップにリソースを取られること、
② 新規採用者が一人前の戦力になるためには、一定期間を要すること、
等に留意する必要がある。

平成 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
23年度
10月末
まで

承認件数(件) 29 53 53 92 92 52
【参考】総審査期間
(月)

80％達成値
23.1 29.5 27.6 24.8 22.7 15.9 

実績



新医薬品の承認件数（滞貨除く）

19年度 20年度 21年度 22年度
23年度
10月末
まで

73 77 107 112 79
優先品目 20 24 15 20 27

未承認薬対応の
公知申請を除いた場合

－ － － 13 11

通常品目 53 53 92 92 52

新医薬品全体

平成

注：平成16年度以降に申請され承認された品目が対象。
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優先品目 通常品目

19年度 20年度 21年度 22年度
23年度
10月末
まで

81 79 107 114 79
優先品目 20 25 15 21 27

未承認薬対応の
公知申請を除いた場合

－ － － 13 11

通常品目 61 54 92 93 52

新医薬品全体

平成

注：平成15年度以前に申請され承認された品目を含む。

新医薬品の承認件数（滞貨含む）

73
77

107 112

79

新医薬品の承認件数の推移（滞貨除く）

件数

審査の進捗管理の強化（１）
～新医薬品の承認件数の実績～



年度ごとの申請件数と承認件数（滞貨除く）の推移
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新医薬品の承認審査に係るパフォーマンスまとめ（１）

件数

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
10月末まで

申請件数

承認件数

平成18年度

年度

年間１００件の承認審査を実施
可能な体勢に到達



平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

申請ラグ
（申請件数・申請企業数）

１．２年
（９６件・４７社）

２．４年
（８９件・４４社）

１．５年
（７６件・４３社）

１．５年
（９７件・４５社）

１．０年
（１１６件・５３社）

審査ラグ １．２年 １．０年 ０．７年 ０．５年 ０．１年※

ドラッグ・ラグ ２．４年 ３．４年 ２．２年 ２．０年 １．１年

申請ラグ ： 当該年度に国内で承認申請された新薬について、米国における申請時期との差の中央値。申請企業に対

しアンケート調査を実施し、その回答から試算。ただし、上表記載の申請件数・申請企業数は、米国におけ
る申請時期が不明のため申請ラグの試算ができないもの等を除いた数である。

審査ラグ ： 当該年度（米国は暦年）における日米間の新薬（通常品目）の総審査期間（中央値）の差。
※平成２２年度の審査ラグについては、米国の総審査期間が未公表であるため、平成２１年と同じ値と仮

定して試算。
ドラッグ・ラグ ： 申請ラグと審査ラグの和

＜ドラッグ・ラグ調査の実施＞

ドラッグ・ラグについては、平成19年に発表された「革新的医薬品・医療機器創出
のための5か年戦略」等において、「新薬の上市までの期間を2.5年短縮する」とさ
れている。

これを受けて、PMDAでは実態把握のため、２２年度に引き続き、２３年３月下旬か
ら４月上旬にかけて、企業に対しドラッグ・ラグに関するアンケート調査を実施した。
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新医薬品の承認審査に係るパフォーマンスまとめ（２）



76

101 99 102

64

27.0 

32.1 29.5 28.4 

25.3 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

0

20

40

60

80

100

120

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

10月末

まで国際共同治験に係る治験相談件数

治験相談全体数に占める国際共同治験に係る治験相談件数の割合（％）

国際共同治験への対応
「国際共同治験に関する基本的考え方」（平成19年9月28日付厚生労働省医薬食品局審査管理課
長通知）を活用し、相談体制の充実化を進めている。

【国際共同治験に係る相談件数の推移※】 【国際共同治験に係る治験計画届件数の推移】

※医薬品事前評価相談及びファーマコゲノミクス・バイオマーカー相談を除く。
※平成23年度10月末までの相談件数は、相談記録が確定した件数。

件数 割合（％） 割合（％）件数

平成 20年度 21年度 22年度
23年度

10月末まで

初回治験計画届 128 129 159 94

ｎ回治験計画届 396 431 473 281

計 524 560 632 375

【治験計画届件数】
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10月末

まで初回治験計画届件数のうち国際共同治験関係

ｎ回治験計画届件数のうち国際共同治験関係

治験計画届出件数全数（初回＋ｎ回）に占める国際共同治験に

係る届出の割合(%)
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治験相談の目標（当初設定）
今回の増員に伴い、5年後の平成23年度に総審査期間の目標を達成するためには、

（１）機構は、治験相談の枠（処理能力）を大幅に増加させ、（２）申請者は、治験相談を積極的
に活用し、申請前相談の段階で解決できる問題点を解決することが必要。そのため、今後5年
間の治験相談の枠の設定及びその活用について、機構と申請者で以下の目標を共有する。

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

治験相談の件数 280回 420回 600回 900回 1200回

1成分あたりの件数
※

2回 2回 3回 5回 6回

19年度 20年度 21年度 22年度
23年度

10月末まで

対面助言実施件数 281 315 370 390 271

取下げ件数 21 23 23 44 17

申込書受付件数 302 338 393 434 288

目標

実績 平成

事前
面談

19年度 20年度 21年度 22年度
23年度

10月末まで

受付件数 573 587 682 850 611

平成



事前評価相談への適切な対応

【内容】

・平成21年度から開始した医薬品事前評価相談については、

平成21年度及び平成22年度はパイロットプロジェクト、

平成23年度からは通常業務と位置づけて実施。

平成21年度は７成分、平成22年度は９成分を実施し、

平成23年度は９成分（上期３成分、下期７成分(１成分は重複)）を実施予定

・平成23年10月より、オーファンドラッグ以外の新医薬品に係る優先審査の

適用の可否について、承認申請前に評価を行う医薬品優先審査品目該当性

相談、オーファンドラッグの治験に係る相談区分を新設。

・従来から実施している治験相談については、申込みの全てに対応。

注１）医薬品事前評価相談及びファーマコゲノミクス・バイオマーカー相談は、平成21年度より実施。
注２）医薬品事前評価相談については、平成21年度７成分に対する相談区分毎の相談実施件数33件、平成22年度９成分に対する
相談区分毎の

相談実施件数30件、平成23年度（10月末まで）５成分に対する相談区分毎の相談実施件数18件を含む（資料搬入のものを集
計）。
注３）ファーマコゲノミクス・バイオマーカー相談については、平成21年度1件、平成22年度1件、平成23年度1件を含む（資料
搬入のものを集計）。
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平成２１年度新設（目標設定時に予定した相談）
平成２３年度新設（目標設定時に予定外の相

談）

ファーマコゲノミクス・バイオマーカー相談 医薬品第Ⅰ相試験開始前相談（オーファン）

医薬品事前評価相談（品質） 医薬品前期第Ⅱ相試験開始前相談（オーファン）

医薬品事前評価相談（非臨床：毒性） 医薬品後期第Ⅱ相試験開始前相談（オーファン）

医薬品事前評価相談（非臨床：薬理） 医薬品第Ⅱ相試験終了後相談（オーファン）

医薬品事前評価相談（非臨床：薬物動態） 医薬品申請前相談（オーファン）

医薬品事前評価相談（第Ⅰ相試験） 医薬品追加相談（オーファン）

医薬品事前評価相談（第Ⅱ相試験） 医薬品信頼性基準適合性相談（オーファン）

医薬品事前評価相談（第Ⅱ相／第Ⅲ相試験） 医薬品優先審査品目該当性相談

医薬品優先審査品目該当性相談
（医薬品申請前相談あり）
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治験相談のメニュー
現行メニュー 新メニュー

医薬品信頼基準適合性相談 医薬品信頼基準適合性相談*
医薬品手続相談 医薬品手続相談
医薬品生物学的同等性等相談 医薬品生物学的同等性等相談
医薬品品質相談 医薬品品質相談
医薬品安全性相談 医薬品安全性相談
医薬品第Ⅰ相試験開始前相談 医薬品第Ⅰ相試験開始前相談*
医薬品前期第Ⅱ相試験開始前相談 医薬品前期第Ⅱ相試験開始前相談*
医薬品後期第Ⅱ相試験開始前相談 医薬品後期第Ⅱ相試験開始前相談*
医薬品第Ⅱ相試験終了後相談 医薬品第Ⅱ相試験終了後相談*
医薬品申請前相談 医薬品申請前相談　(以下、仮称）

　 　①事前評価相談（品質）*
　 　②事前評価相談（非臨床）*

　③事前評価相談（臨床）*
　 　④医薬品第Ⅲ相試験終了後相談*
医薬品追加相談 医薬品追加相談
医薬品再評価・再審査臨床試験計画相談 医薬品再評価・再審査臨床試験計画相談

優先 医薬品再評価・再審査臨床試験終了時相談 優 先 医薬品再評価・再審査臨床試験終了時相談
医薬品優先対面助言品目指定審査 医薬品優先対面助言品目指定審査

※新メニュー医薬品申請前相談①、②については、開発途中段階でも相談を受け付ける。

1成分4～9回　平均6回程度

区　　　分

対 面 助 言

治
験
相
談

医
薬
品

治
験
相
談

医
薬
品

区　　　分

対 面 助 言

目標

実績

目標設定時

・申請前相談は維持しつつ、

平成21年度
・事前評価相談
・ﾌｧｰﾏｺｹﾞﾉﾐｸｽ・ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ相談

平成23年度
・オーファンの相談区分
・優先審査品目該当性相談



現状の医薬品・医療機器開発の問題点

・ 海外企業の撤退
・ 国内の雇用の消失大学・研究所

ベンチャー企業

早期臨床試験実施

欧米で開発後、
日本で治験に着手

有望なシーズであっても
欧米へ流れる。

ヒトに初めての臨床試験等
を可能とするインフラあり

ヒトに初めての臨床試験
等を可能とするインフラが

不十分

○ 日本発のシーズであるにもかかわらず、欧米での臨床試験・開発が先行し、日本の患者がそ
の恩恵を受けるのが欧米より遅れるケースもある → 患者・国民の理解が得られない。

ドラッグ・ラグ、
デバイス・ラグ
の根本的要因

基礎研究で一番で
あっても、臨床現

場では遅れる



問
題
点
の
例

革新的な医薬品・医療機器の評価の考え方・手法が確立されていない

日本発の革新的医薬品・医療機器の迅速な実用化に向けて
- レ ギ ュ ラ ト リ ー サ イ エ ン ス の 推 進 -

出口（実用化）を見据えた開発を可能とするために

迅速な実用化を可能とするために・有効性と安全性を確保するために

レギュラトリーサイエンス研究の推進が不可欠

実用化

革新的医薬品・
医療機器

基礎研究

日本発の
創薬シーズ

開発ストラテジーが設計できず、開発の見通しが立たない。

基礎研究の成果（創薬シーズ）が実用化につながっていかない。

非臨床試験 臨床試験品質試験

再生医療等に用いる細胞・組織やがんワ
クチン等のバイオ医薬品に関する品質・
毒性試験法が確立していない。

人での安全性・有効性を適切に評価できるバ
イオマーカーが必要（開発が非効率）

必要な被験者数の明確化や試験を
効率的に進めるデザインが必要

人への影響を確実に把握できる市販後
安全システムを構築することが必要

我が国の医薬品・医療機器開発の現状

結果として欧米に流出するケースあり



科学技術基本計画（H23.8.19）抜粋

• 国はレギュラトリーサイエンスを充実、強化し、医薬品、医療機器の安全性、有

効性、品質評価をはじめ、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠に基づい

た審査指針や基準の策定等につなげる。

• 国は、医薬品及び医療機器の承認審査を迅速かつ効率的に行うため、審査機

関の体制を大幅に整備、強化するとともに、当該審査機関におけるレギュラト

リーサイエンスの研究機能の充実、これらに精通した人材の養成及び確保を推

進する。

• 国は、臨床研究の成果を円滑、効率的に創薬や医療機器開発に結びつけるた

め、研究開発の早期の段階から規制当局による相談や助言を受けられる体制

を整備するとともに、臨床研究から治験、承認申請、さらには承認後の市販後安

全対策までを一体的に進めることができるよう、相談や届出の窓口、承認審査

及び安全対策の体制を充実、強化する。



薬事法等制度改正についてのとりまとめ（項目）

（H24.1.24）

I. 医薬品・医療機器等関係者の安全対策への取組の促進につ

いて

II. 医療上必要性の高い医薬品・医療機器等の迅速な承認等に

ついて

1. 医療上必要な医薬品・医療機器等の迅速な承認

2. 医療機器の特性を踏まえた制度の創設

3. 再生医療製品など先端的技術を用いた製品への対応

4. PMDA等の体制の充実等

III. 医薬品等監視の強化について

IV. その他



薬事法等制度改正についてのとりまとめ

４．PMDA等の体制の充実等

【基本的考え方】

……法律改正は要しないものの、審査体制の充実・強化など、迅速な承認等を
可能にするための方策についても、……見直しが必要と考えられるので、厚生
労働省は、それらの点についての検討を引き続き進めるべきである。

（１）PMDA等の体制の充実について

• PMDAは、……国が医薬品の承認、安全対策措置等を決定する際の重要な根
拠を提供している。そのため、PMDAは、……質の高い基礎的業務を国と一体と
なって行うことが求められており、……承認審査、安全対策を更に充実する目的

で、その体制の強化とともに、専門的知見を有する人材の確保・育成を図るべ
きである。

• 革新的医薬品・医療機器に対する的確な相談対応や迅速な承認という観点に
注目すると、レギュラトリーサイエンス研究の成果を規制の基礎として活用する
ことが不可欠である。したがって、PMDA及び国立医薬品食品衛生研究所にお

いて、レギュラトリーサイエンス研究を充実し、特に新たな技術に対する対応方
針の確立に役立つようにするべきである。



日本学術会議 薬学委員会提言 (平成23年8月19日)
国民の健康増進を支える薬学研究 ―レギュラトリーサイエンスを基盤とした

医薬品・医療機器の探索・開発・市販後研究の高度化を目指してー

行政 企業

医療機関
大学・研究機関

革新的医薬品・医療機器の
創出

国民
レギュラトリ－

サイエンス



・ 研究課の設置（平成22年10月）

・ レギュラトリーサイエンス推進部の設置

PMDAの最近の取り組み
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・ 規格基準部の設置（平成23年7月）

－PMDA内にレギュラトリーサイエンス推進部を設置（平成21年4月）
→ 研修課、推進課の2課体制

→ 局方の改正、各種ガイドラインの作成等を行う

→ 研修課、推進課、研究課の３課体制

・ 審査等改革本部・科学委員会の設置（平成24年）

→ 審査等業務の質的向上、先端科学技術応用製品への対応

・ 薬事戦略相談室の設置（平成23年7月）

→ 23年7月から薬事戦略相談を開始



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品質・非臨床試験及び治験に関す
る指導・助言を実施するものとして、平成23年７月１日より開始した。

疑
問
点
の
例

実用化

革新的医薬品・
医療機器

基礎研究

日本発の
創薬・機器シーズ

非臨床試験品質試験

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。

着実な開発に向けては、こ
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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薬事戦略相談について（事業の概要等）

以降は、従来
の相談で対応

POC試
験まで

治 験

薬事戦略相談2012年3月【公表資料】



対面助言相談 医薬品関係
（再生医療製品関係を除く）

医療機器関係
（再生医療製品関係を除く）

再生医療製品
関係

計

大学 15 2 2 19（53％）
企業・ベンチャー 2 1 4 7（19％）
研究機関・その他 5 1 4 10（28％）

計 22（61％） 4（11％） 10（28％） 36（100％）

事前面談 医薬品関係
（再生医療製品関係を除く）

医療機器関係
（再生医療製品関係を除く）

再生医療製品
関係

計

大学 45 13 11 69 （46％）

企業・ベンチャー 11 18 19 48（32％）

研究機関・その他 13 5 16 34（22％）

計 69（46％） 36（24％） 46（30％） 151（100％）

個別面談
医薬品関係

（再生医療製品関係
を除く）

医療機器関係
（再生医療製品関係

を除く）

再生医療製品
関係

その他
（海外企業代理申請

・体外診断用）

計

大学 18 17 4 1 40（35％）

企業・ベンチャー 14 39 4 2 59（52％）

研究機関・その他 6 9 0 15（13％）
計 38（33％） 65（57％） 8（7％） 3（3％） 114（100％）

（2011/7/1～2012/3/1 までの受付分）
薬事戦略相談の現状
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薬事戦略相談2012年3月【公表資料】



医療イノベーションプロジェクト厚生労働省

【背景】 社会保障・税一体改革成案で、医療イノベーション、ライフイノベーションの推進、ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの
早期解消などの諸改革が求められている。

また、第4期科学技術基本計画（平成２３年８月１９日閣議決定）においても、これらの諸改革の実現のために、
レギュラトリーサイエンス※の充実・強化による審査指針・基準の策定や人材の養成・確保等が求められている。

※レギュラトリーサイエンス： 科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づく的確な予測、評価、判断を行い、科学技術の成果

を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科学（平成２３年８月１９日閣議決定「科学技術基本計画」より）

（３）新技術の未知のリスクに対応する安全対策の強化【3.5億円】
○ ＰＭＤＡにおいて大規模医療情報データベースを安全対策に活用するための分析手法を開発。
○ 独立行政法人国立成育医療研究センターに「小児と薬情報センター」を設置し、小児への医薬品使用情報を収集。

国立医薬品食品衛生研究所

安全性と有効性の評価法の確立

最先端の技術
を研究している
大学・研究所等 人材交流

安全性等評価法
の確立を支援

革新的な医薬品・医療
機器・再生医療製品の
審査に必要なガイドライ
ンの早期作成。(独)医薬品医療機器総合機構

開発途上の最先端の技
術の安全性と有効性を
評価できる人材の育成。

（４）医薬品・医療機器・再生医療製品の生産・流通のグローバル化への対応【1.8億円】
○ ＰＭＤＡにおいて海外主要国における医薬品・医療機器・再生医療製品の承認情報を収集・整理し、データベースを構築。
○ 個人輸入される偽造医薬品等による健康被害や医薬品等の不正輸入に関する情報を収集するホットラインの設置と、

消費者に偽造医薬品等に関する注意啓発を実施。

③ 技術の進歩に対応する薬事承認審査・安全対策の向上 予算案 ：２０．９億円

（１）革新的医薬品・医療機器・再生医療製品の安全性と有効性の評価法の確立、人材の育成【11.9億円】
○ 最先端の技術を研究している大学等におけるレギュラトリーサイエンスを基盤とした安全性と有効性の評価法の確立を支援。
○ 併せて、大学等、国立医薬品食品衛生研究所（ＮＩＨＳ）、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）等の間で人材交

流を行い、人材を育成。

（２）革新的医薬品・医療機器・再生医療製品の承認審査の迅速化に必要なガイドラインの作成に向けた研究の
推進等 【3.7億円】

最先端の技術を研究している大学等における成果も活用し、ＮＩＨＳ・ＰＭＤＡにおいて審査に必要なガイドライン作成の基盤
となるレギュラトリーサイエンス研究を推進等。

国
（厚生労働省）



規格基準部設置の目的と役割

• レギュラトリーサイエンス研究成果や、審査情報・審
査経験を効率的に体系化し、基準・ガイドラインを作
成。

→ PMDAにおける審査の科学的な考え方の透明化

→ 審査基準等の国際連携推進の効率化

→ 医薬品・医療機器の審査迅速化及び開発促進へ

• 規格基準部は、審査基準・ガイドライン作成等に係
るPMDA横断的プロジェクトを一括して管理すること
で、一貫した対応及び作業の効率化を図ると共に、
PMDA内での情報共有を推進する。



機構内横断的基準作成プロジェクト

• 小児･オーファン医薬品 プロジェクト

• QbD 評価 プロジェクト

• 新統計 プロジェクト

• ナノ医薬品 プロジェクト

• 国際共同治験 プロジェクト

• 心血管系リスク評価 プロジェクト

• オミックス プロジェクト

• コンパニオン診断薬 プロジェクト

平成24年3月13日時点
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平成24年4月25日現在



コンパニオン診断薬プロジェクト

コンパニオン診断薬とは？

治療薬の投与等の判断に用いる診断薬（治療薬を使用する
際に検査必須の診断薬）を指す。

この診断薬を用いた検査により、治療薬の有効性･安全性が
担保される。

（例えば）

抗Her-２抗体医薬品 → Her-2検査キット

人血清アルブミン（酵母由来組換え）→ 酵母アレルギー検査キット

治療薬の有効性･安全性に影響を与える可能性があるため、
適切な精度、再現性等が求められる。

25



コンパニオン診断薬 プロジェクト

＜内容＞

コンパニオン診断薬の開発促進及び審査迅速化を目的とし
て、コンパニオン診断薬に関する技術的要件を示すガイダン
スを作成する。

＜開始時期＞

平成24年4月

＜関連部署＞

新薬審査部、医療機器審査部、安全部、規格基準部等
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PMDA HP上のプロジェクト紹介ページ



審査等体制の充実強化を図るため、４月１日付けで審査等改
革本部を設置し、近く科学委員会（仮称）を発足させる予定。

○ より有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を迅速に国
民に提供するため、今後の医療イノベーションの推進も踏
まえ、レギュラトリーサイエンスの積極的推進とともに、
アカデミアや医療現場との連携・コミュニケーションを強
化し、薬事戦略相談を含め先端科学技術応用製品へのより
的確な対応を図ることが必要となっている。

○ そのため、今年度、医薬歯工などの外部専門家から構成
される科学委員会（仮称）を近く設置することとした。こ
れに先立ち、４月１日にＰＭＤＡ内に審査等改革本部を設
置し、審査・相談から市販後安全対策まで見据えた業務の
向上を目指す。

科学委員会（仮称）と審査等改革本部の設置について
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企
画
調
整
部 

事
務
局
長
室 

審査等改革本部 

理事・本部長 

規格基準部 レギュラトリー 

サイエンス推進部 

審査等改革本部の構成、具体的

な業務内容 

・科学委員会と連携して、医薬

品・医療機器の審査等業務をより

科学的かつ医療実態をも十分踏

まえたものにするよう改革し、審

査等業務の向上に資する業務を

行う。 

本部事務局長 

（代理を含む） 

小委員会 

 
医療機器 

・科学委員会委員は、医薬歯工などの外部専門家で構成。委員名簿は小委員

会委員も含め公開。会議は親委員会、小委員会とも個別事例を基に議論する

ことがありうるため非公開を予定。 

・個別品目の承認審査には関わらない 

当面の具体的な業務内容 

① 先端科学技術応用製品に対する対応方針の提言 

② ガイドライン、ガイダンス等の作成に関する提言 

③ PMDA として取り組むべきﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ研究(RS 研究)等の提言 

④ アカデミアと PMDA との人材交流の具体的な実施方法の提言 

⑤ 専門委員選定方法の提言 

⑥ その他、審査等業務の科学的な面における向上方策の提言 

・小委員会は分野毎の課題の検討や専門委員候補者選定の助言などを

行う。 

・小委員会委員は専門委員として、当面ＲＳ研究の進め方やガイドライン

作成などについて PMDA の担当チーム会合に加わることを予定。 

審査業務部 

審査マネジメント部 

各審査部 

 
バイオ製品 

 
医薬品 

科学委員会 

親委員会 

副本部長 

（代理を含む） 

細胞組織加工
製品（再生医

療製品） 

科学委員会（仮称）・審査等改革本部のイメージ（案）
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ご静聴ありがとうございました

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
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