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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

生物系審査第二部 浦野 勉

平成23年12月2日 東西合同薬事法規＇研究（委員会＇東京（

新薬承認審査及び対面助言の

現状と今後について



本日の講演のアウトライン

1.平成22年度の業務実績評価結果について

2.ＰＭＤＡの組織改編等の状況について

3.新医薬品の承認審査等の状況について

4.薬事戦略相談等の状況について

5.その他

6.質疑・要望について



第２期中期目標・中期計画＇平成21年度～平成25年度（

審査業務関係

●先端的医薬品・医療機器に対するアクセスの迅速化

① 的確かつ迅速な審査の実施

② 新しい審査方式の導入等

③ ドラッグ・ラグ解消に向けた目標設定

④ 国際調和及び国際共同治験の推進

⑤ 治験相談等の円滑な実施

⑥ 新技術の評価等の推進

審査迅速化のための工程表に基づき、平成23年度までに、米国において新

医薬品が承認されてから我が国において承認されるまでの期間を承認まで

の期間を2.5年短縮することを目指して各種施策を実施する。



平成２２事業年度の業務実績に対する厚生労働省独立行政法人評価委員会の評価結果一覧

○医薬品医療機器総合機構

自己評定 最終評定
21年度の
評定結果

１．目標管理による業務運営・トップマネジメント A A A

２．審査機関の設置による透明性の確保 A A A

３．各種経費削減 S S A

４．拠出金の徴収及び管理 A A A

５．相談体制の整備、業務内容の公表等 A A A

６．救済制度の情報提供、相談体制の充実 A A A

７．業務の迅速な処理及び体制整備 A A A

８．部門間の連携及び保健福祉事業の実施
＇旧 部門間の連携及び被害実態調査の実施（

A A A

９．スモン患者及び血液製剤によるＨＩＶ感染者等に対する受託支払業務等の実施
＇旧 スモン患者及び血液製剤によるＨＩＶ感染者等に対する受託支払業務等及び特定フィブリノゲン製剤及
び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者に対する給付業務等の実施（

A A A

１０．業務の迅速な処理及び体制整備＇医薬品（ S S A

１１．業務の迅速な処理及び体制整備＇医療機器（ A A A

１２．業務の迅速な処理及び体制整備＇各種調査（ A A A

＇旧 業務の迅速な処理及び体制整備＇治験相談（（ － － －
１３．審査等業務及び安全業務の信頼性の向上

＇旧 審査等業務及び安全業務の質の向上（
A A A

＇旧 適正な治験の普及等（ － － －

＇旧 審査等業務及び安全業務の透明化の推進等（ － － －

１４．副作用・不具合情報収集の強化並びに整理及び評価分析の体系化
＇旧 ．副作用等の情報の収集（

A A A

１５．企業・医療関係者への安全性情報の提供とフォローアップ
＇旧 企業、医療関係者への安全性情報の提供（

A A A

１６．患者、一般消費者への安全性情報の提供 A A A

１７．予算、収支計画及び資金計画 S A A

１８．人事に関する事項及びセキュリティの確保 A A A



財務状況については、平成１９年度に策定した「随意契
約見直し計画」の着実な実施、事務所借料の削減、一
般競争入札の推進等により、経費の削減が図られた。
その結果、一般管理費及び事業費の経費節減につい
ては、中期目標期間終了時に達成すべき所要の節減
を見込んだ平成２２年度予算から欠員分の人件費等を
除いた額と比較して、それぞれ２０．６％減、６．３％減
という更なる削減を達成し、平成２１年度に引き続き、
中期計画を大きく上回る実績を上げることができたこと
を高く評価する。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の平成２２年度の業務実績の評価結果＇抜粋（

平成２３年８月２２日 厚生労働省独立行政法人評価委員会



審査等業務については、新医薬品審査部門において
は、従来からの増員計画が未達成となっているものの、
総審査期間について目標を達成できたことは高く評価
する。このほか、一般用医薬品、後発医療用医薬品等
の行政側審査期間の目標を達成したことを含め、医薬
品審査に係るすべての数値目標を達成したことは、高
く評価できる。今後は、平成２３年度のドラッグ・ラグの
解消に向け、行政側の審査期間の一層の短縮とともに、
申請者側の審査期間も短縮されることを期待する。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の平成２２年度の業務実績の評価結果＇抜粋（

平成２３年８月２２日 厚生労働省独立行政法人評価委員会



ＰＭＤＡの組織改編等の状況について



ＰＭＤＡの人員体制の推移
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組織の充実

・ 規格基準部の設置

PMDAに蓄積した審査経験やレギュラトリーサイエンス研究成果を効率的に

体系化し、基準・ガイドラインとしてまとめることで審査の科学的な考え方の透

明化を図ると共に、審査基準等の国際連携を推進し、医薬品・医療機器のさ

らなる審査迅速化及び開発促進につなげることを目指して、審査マネジメント

部の医薬品基準課及び医療機器基準課、審査業務部審査業務第一課のマ

スターファイル管理室を移管し、新たに規格基準部を設置＇平成２３年７月（

→ 局方の改正、各種ガイドラインの作成等を行う

・ 薬事戦略相談室の設置

審査マネジメント部に薬事戦略相談室を設置＇平成２３年7月（



組織の充実

・ 医療機器審査第三部の設置

後発医療機器の審査の質向上と審査期間の短縮を目指すこととし、審査体
制を強化した＇平成２３年１１月（

・ 医療機器担当の国際業務調整役の設置

医療機器規制の国際整合化を図る国際会議であるＧＨＴＦ＇Global 
Harmonization Task Force：我が国は平成２３年７月から来年末まで議長国を
務める（や日米両国が共同してより具体的な医療機器における承認審査の整
合化を図る取組みであるＨＢＤ＇Harmonization By Doing（などを始めとした医
療機器における国際的な取組みを、より強化するため設置＇平成２３年７月（



新医薬品の承認審査等の状況について



第２期中期目標・中期計画＇平成21年度～平成25年度（

審査業務関係

●先端的医薬品・医療機器に対するアクセスの迅速化

① 的確かつ迅速な審査の実施

② 新しい審査方式の導入等

③ ドラッグ・ラグ解消に向けた目標設定

④ 国際調和及び国際共同治験の推進

⑤ 治験相談等の円滑な実施

⑥ 新技術の評価等の推進

審査迅速化のための工程表に基づき、平成23年度までに、米国において新

医薬品が承認されてから我が国において承認されるまでの期間を承認まで

の期間を2.5年短縮することを目指して各種施策を実施する。



年 度 総審査期間 行政側期間 申請者側期間

平成２１年度 １１ヶ月 ６ヶ月 ５ヶ月

平成２２年度 １０ヶ月 ６ヶ月 ４ヶ月

平成２３年度 ９ヶ月 ６ヶ月 ３ヶ月

平成２４年度 ９ヶ月 ６ヶ月 ３ヶ月

平成２５年度 ９ヶ月 ６ヶ月 ３ヶ月

○新医薬品＇優先品目（の審査期間

○新医薬品＇通常品目（の審査期間

年 度 総審査期間 行政側期間 申請者側期間

平成２１年度 １９ヶ月 １２ヶ月 ７ヶ月

平成２２年度 １６ヶ月 １１ヶ月 ５ヶ月

平成２３年度 １２ヶ月 ９ヶ月 ３ヶ月

平成２４年度 １２ヶ月 ９ヶ月 ３ヶ月

平成２５年度 １２ヶ月 ９ヶ月 ３ヶ月

※ 達成目標については、それぞれ５０％＇中央値（

新医薬品に係る新たな数値目標



レギュラトリーサイエンスの推進について

○レギュラトリーサイエンスに関する情報の発信
・PMDAとしてのレギュラトリーサイエンスに関する考え方を学術論文として公表
＇平成23年7月（Tominaga T et al. Clin Pharmacol Ther. 90(1):29-31, 2011

＇注（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
《科学技術基本計画＇平成23年8月19日閣議決定（より》

○国民の健康・安全の向上に資するレギュラトリーサイエンス研
究の推進
・PMDAにおけるレギュラトリーサイエンス研究を、透明性・公正性を確保しつつ、
円滑かつ適切に実施するための「基本的考え方」を公表＇平成23年10月（

・上記「基本的考え方」に基づき、

①再生医療等の先端技術を活用した画期的新薬・新医療機器の創出、審査の
迅速化・高度化に資するガイドライン等の策定、

②PMDAの三業務＇審査、安全対策及び健康被害救済（の質の向上を目的とし
たレギュラトリーサイエンス研究を推進するための体制整備



人材交流について
レギュラトリーサイエンスに精通した人材の養成・確保等

先端医療等の専門家＇研究者（の受け入れ

人事交流による臨床担当の人材確保

他機関との交流

連携大学院構想の推進
レギュラトリーサイエンス研究の普及、情報発信の
観点から、連携大学院構想を推進し、これまでに7

校の大学院と連携大学院協定を締結
＇Ｈ２３年６月から武蔵野大学大学院薬学研究科（



ＰＭＤＡ国際ビジョン

○ＰＭＤＡは、医薬品・医療機器の分野で、欧米と並ぶ先進規制当局の三極の一つとして、

以下の実現を目指す。

１．次の点で世界トップレベルの実力を確保する。

１（審査、安全対策及び健康被害救済の三業務＇セーフティ・トライアングル（の質と

スピード

２（レギュラトリー・サイエンス研究の質と量

３（世界に発信する情報の質、量及びスピード

２．日本を含めたアジア共通の利益のため、次の取り組みを通じて、アジア諸国との

緊密なパートナーシップを保持する。

１（アジア全体の薬事制度の向上に向けて協力する。

２（アジアの一員として、世界に向けて意見等を発信する。

３．日本と国際社会の双方のために、基準等の国際調和に積極的に貢献する。

○上記を達成するためには、ＰＭＤＡ職員が、優れた国際感覚の下、英語力を含めた国際

社会でのコミュニケーション能力を磨くとともに、ＰＭＤＡが世界の規制当局と双方向的で

良好な協力関係を保って発展させていくことが不可欠である。



最近の主たる国際活動
１．二国間関係等

• 日米＇2011年6月（、日中＇2011年8月（、日豪＇2011年9月（､日EC/EMA＇2011

年9月（との二国間協議を実施。豪と 2011年9月に守秘協定。
• 日中韓局長級会合を主催＇東京、2011年10月（。
• 医薬品規制当局サミットに参加＇シドニー、 2011年10月（。

２．国際調和活動
• 医薬品については、「日米EU医薬品規制調和国際会議」＇ICH（に参画する
ほか、「医薬品査察協定及び医薬品査察共同スキーム」＇PIC/S（加盟に向け
準備中。

• 医療機器については「医療機器規制国際整合化会議」＇GHTF：現在日本が
議長国（及び「実践による日米医療機器規制調和」＇HBD（に参画。規制当局
のみで構成するNew Forum＇International Medical Device Regulators’ 

Forum（の設立に協力、参加。

３．研修、セミナーの開催
・ APEC多地域共同臨床試験東京ワークショップ＇2011年11月（
・ 第2回PMDA トレーニングセミナー＇2011年12月予定（



薬事戦略相談等の状況について



薬事戦略相談

平成22年6月18日閣議決定「新成長戦略」

ライフ・イノベーションによる健康大国戦略の
中で、ドラッグラグ・デバイスラグの解消の実
現のため、薬事戦略相談が上げられている

日本発シーズの実用化に向けた薬事戦略相
談の創設＇2011年度に実施すべき事項（



キャッチフレーズ 「薬事戦略相談を導入し、日本発の革新的医薬品・医療機器の創出につなげる」

背景
○ 創薬の開発に要する期間・コストの増加傾向等により、
シーズ探索段階の基礎研究に注力することが難しい。

○ 画期的な医薬品・医療機器の開発には、有望なシーズ
の絶え間ない供給とその実用化への方策が重要。

○ 国内では、有望なシーズを発見したアカデミア＇大学（、

ベンチャー等が、製品化につなげるための開発戦略に不
案内ということがあり、実用化に向けての橋渡しが円滑
に進められていない現状がある。

概要

○ シーズ発見後のアカデミア＇大学（、ベンチャー等に
おける、医薬品・医療機器候補選定の最終段階から、治
験に至るまでに必要な試験・治験計画策定等に関する
相談を主な対象とする「薬事戦略相談」を導入する。

○ 「薬事戦略相談」においては、薬事に精通した製薬

企業出身者を含む多彩な相談員を確保して、開発・薬事
の相談に応じる。

○ 官民協力により事業を推進するため、「医薬品・医
療機器薬事戦略懇談会＇仮称（」を設置し、相談事業の
優先順位付け、実現可能性等の検討を行う。

＇事業イメージ（

目標
○ 日本発の医薬品・医療機器の早期承認

○ ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消

薬事戦略懇
談会＇仮称（

日本発シーズの実用化に向けた医薬品・医療機器薬事戦略相談推進事業

アカデミア、ベンチャー等において優れたシーズが発見されても、これを改善・改良等して、
革新的医薬品・医療機器として実用化に結びつけるためのサポート体制がない。

アカデミア・ベンチャー等の
「死の谷」

研究期間の長期化と
低い成功率

治験相談
＇現在実施中（

新たな相談領域
＇薬事戦略相談（

国費による薬事戦略相談の新たな体制を整備

＇対象範囲＇検討中（（
以下の要件を満たすアカデミアとベンチャーを想定
① 日本国内で医薬品・医療機器の研究開発を行う者であって、有望なシーズを有してい
ること
② 財政基盤が脆弱であること

※ 上記の要件を満たすアカデミアとベンチャーについては、相談料を減額
※ 上記以外からの相談も可能とするが、相談料は実費

＇相談内容＇検討中（（

相談により、今後の承認に向けてのやるべき課題
を抽出し、今後の対応方針を助言
【具体例：医薬品】 【具体例：医療機器】
・今後の必要な試験は何か ・今後の必要な試験は何か
・製剤化の問題＇水溶性はあるか（ ・新規メカニズムの非臨床評価
・有効性の問題＇IC50は十分か（ ・埋込み材料の生体適合性評価
・創薬標的の妥当性はあるか ・動物モデルの妥当性

シーズ探索
開発初期段階

治験実施に向けたシーズの
改善・改良・評価法確立

承認
申請

基礎研究

● 日本発シーズの実用化に向け
て、官民協力が不可欠な分野

● アカデミア、ベンチャーに求め
られていた相談領域

● 手数料による相談業務ではア
カデミア、ベンチャーの資金的
基盤が脆弱なため不成立

●

製
薬
企
業
・医
療
機
器
企
業
に
よ
る

治
験
相
談
を
対
象
と
し
た
事
業

治験
＇品質・安全性検討を含む（

核酸医薬品、再生医療など
日系企業の取組に遅れ

大手企業のシーズの
３割強はベンチャーから

ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの
解消

日本発の医薬品・医療機器の早期
承認

薬事に精通した企業出身
者を含む多彩な相談員

の確保

産学官一体となった
取組

研究期間の短縮と成功率アップ

成功率＇化合物数611,516より（ １／３，０７３ １／７，５５０ １／２１，０８８ １／２５，４８２

＜今回要求＞ ＜既存部分＞
PMDA業務範囲＇相談事業（

革新的医薬品・医療機器の創出

薬事戦略相談事業＇新医薬品・医療機器の創出（
日本発シーズの実用化に向けた医薬品・医療機器に関する薬事戦略の相談事業
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相談区分

○医薬品戦略相談

• 開発初期段階から、今後の新有効成分含有医薬品の承認に向けて、事前の面談を踏まえ、

必要な試験等について、データの評価を伴う案件の相談を行う。

○医療機器戦略相談

• 開発初期段階から、今後の医療機器、体外診断薬の承認に向けて、事前の面談を踏まえ、

必要な試験等について、データの評価を伴う案件の相談を行う。

相談対象
• 開発初期からＰＯＣ試験程度までの承認申請に向けて必要な試験について、有望なシーズを有する

大学・研究機関、ベンチャー企業を主な対象とする。

• また、「再生医療における制度的枠組みに関する検討会」において、平成１１年より導入された再生・

細胞医療製品に係る確認申請制度は廃止し、薬事戦略相談に代替することが適当であるとされたこ

とから、従来、確認申請制度で対応してきた人又は動物由来の細胞・組織を加工した治験薬又は治

験機器については、それらに係る開発初期段階からの品質及び安全性に係る相談も、薬事戦略相

談において受付ける。

薬事戦略相談

21



GCP

再生・細胞医療製品の開発の流れ

製造・市販
後対策

承認
申請

生物由来製品・特
定生物由来製品、

GMP、GVP、
GPSP

承認
審査

基礎
研究

品質
非臨床
試験

ヒト幹細胞
臨床研究

GLP

実施計画書提出

治験

研究
審査

第3項
先進医療
(高度医療)

確認
審査

確認申請

確認
申請

治験相談・申請前相談

治験届品質・安全性相談

臨床研究・治験

承認

ヒト幹指針※1

※1…ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針…関係する法規 …必要な当局への申請等

医療技術の評価

ヒト(自己）／ヒト（同種）由来細胞・組織加工
医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指
針

確認
審査

薬事戦略相談
へ移行

薬事戦略相談へ移行



対面助言を実施する要件
原則として、下記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、

・医薬品の場合は物質特許を出願中若しくは取得しているもの、

・医療機器の場合は機器の仕様、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 高いもの等。（。

ただし、対面助言の受付け状況等によっては、それら以外のものについても、相談を受付ける場合

がある。 なお、事前面談については、下記に係わらず相談を受付ける

再生医療＇細胞・組織加工製品（分野の製品
がん分野の製品
難病、希尐疾病分野の製品
小児分野の製品
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

優先分野



２０１１年７月から
受付開始



PMDA医薬品対面助言相談区分の新設
医薬品第Ⅰ相試験開始前相談＇オーファン以外（

医薬品第Ⅰ相試験開始前相談＇オーファン（

医薬品優先審査品目該当性相談

医薬品信頼性基準適合性相談＇オーファン以外（

医薬品追加相談＇オーファン以外（

医薬品申請前相談＇オーファン
以外（

医薬品第Ⅱ相試験終了後相談＇オーファン以外（

医薬品後期第Ⅱ相試験開始前相談＇オーファン以外（

医薬品前期第Ⅱ相試験開始前相談＇オーファン以外（

医薬品前期第Ⅱ相試験開始前相談＇オーファン（

医薬品後期第Ⅱ相試験開始前相談＇オーファン（

医薬品第Ⅱ相試験終了後相談＇オーファン（

医薬品申請前相談＇オーファン（

医薬品追加相談＇オーファン（

医薬品信頼性基準適合性相談＇オーファン（

希尐疾病用医薬品
の開発者に、治験
相談をより適切なタ
イミングで利用して
いただく機会を提供

希尐疾病用医薬品以外
の新医薬品に係る優先審
査の適用の可否を速やか
に決定し、審査期間の短
縮を図る目的で設置

2011年10月より

オーファンの手数料は
通常品目より低く設定

新設



その他



「医療上の必要性の高い未承認薬・適応
外薬検討会議」 について



平成22年度事業計画の概要(抜粋（

新医薬品関係

●先端的医薬品・医療機器に対するアクセスの迅速化

 審査チームの増加が必要な分野及び今後必要となる分野の選定のための検討、
適切な増員･配置による審査チームの増強を実施

 プロジェクトマネジメント制度に基づく申請品目の経過、総審査期間の状況の適
切な把握等による進行管理の充実

 「新医薬品の承認審査における申請者とPMDAの情報共有等について」に基づき、
承認審査段階で申請者との情報共有を円滑に実施

 「医療上の必要性の高い未承認薬･適応外薬検討会議」の評価結果等を踏まえ
た承認申請に対応するための体制の整備

 尐人数の職員を対象に、引き続きITリテラシー研修を施行する等の措置を講じ、
効果的なITリテラシー研修の実施を検討

＜的確かつ迅速な審査の実施＞



要望件数＇３７４件（

開発要請 １６７件

＇うち、公知申請が妥当 ４８件（

開発公募 １９件

医療上の必要性なし ８０件

海外承認等なし １０４件

その他＇既承認（ ４件

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」
第1回要望に係る検討状況の概要＇平成23年9月16日時点（



医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬
第２回要望募集の流れ

要望作成作業の開始

○総括表
・担当者登録
・要望予定品目登録
○エビデンス収集

関係学会 厚労省

要望提出
※ 要望提出の際に

関係学会を指定

患者団体・個人

要望募集の学会説明会＇６月３日、７日（

正式要望募集

要望予定リスト作成

リスト共有

正式要望提出

患者団体・個人
の要望に対する
見解の提出依頼

見解作成
・エビデンス収集
＇可能な範囲（
・必要性検討

学会要望・見解
を踏まえた見解
作成依頼

要望に対する
見解作成

・承認等の確認
・エビデンス収集
・必要性検討
・他の社内情報の追加
・開発方針の検討

製薬企業

随時面会

検討対象リストの整理

７月２２日登録締切

平成23年8月2日
～9月30日



質疑・要望について



初回面談の際の対応について

初回面談前照会事項に対する機構の見解＇異論の有無（を対面助言同様

に事前に教えていただきたい。

＇背景・理由（

照会回答に対するPMDAの意見を初回面談当日に教えてもらうよりも、事前

に聞いてお互いに合意が得られない点について確認しておくことにより、より

よい議論ができると考えられます。＇すでに審査4部では対応頂いています。

対面助言と同様の対応のため、実現化は可能と考えます。（

質疑・要望事項 No１



申請者から初回面談前照会事項に係る問い合わせがあっ

た場合に、答えられる範囲で答えることは従来より行ってお

りますが、これを拡充するとなれば準備作業等の負担増が

懸念されますので、どのようにすればより効果的・効率的に

初回面談が行えるのかを考えてまいります。

質疑・要望事項 No1 に対する回答



簡素合理化の観点から、平成7年3月29日 薬発第322号 厚生省薬務局

長通知「医薬品等に係る許認可手続きの簡素化について」 記１において、
「製造所の許可の更新申請に際し添付する資料のうち、附近の略図、製造
所の建物の配置図、製造所の平面図については、既に提出したものと変
更がない場合は、添付を省略することができる」とされている。

本運用は、外国製造業者の認定更新申請の場合にあっても有効であるこ
とを確認したい。

国内製造所と外国製造所に係る運用は同じであるべきと思われる。
また、有効である場合、PMDA＇審査業務部受付も含め（内で周知徹底し
て頂きたい。現在ではPMDAのWebサイトの記載から「５．平面図」が削除

されていますが、このことは、簡素合理化の運用が外国製造業者認定にも
有効であることを意味しているのでしょうか？
また、PMDA内で周知徹底されたことを示すものでしょうか？

質疑・要望事項 No2



質疑・要望事項 No2

＇背景・理由（
外国製造業者の認定更新申請の際、当該製造所の前回更新申請時に提出したものと
変更のない配置図や平面図は、当該通知に従って、構造設備の概要一覧表の「製造所
の概要」の項に「平成○年○月○日認定更新申請書のとおり」と記載し、それら図面の
添付を省略して申請しようとしたが、PMDA受付では、平成22年10月13日付薬食発
1013第2号に従った運用としており、当該通知の様式中に「別紙図面の通り」とあるた
めに図面を添付するよう指導しているとのこと、また、そのため、PMDAのWebサイトで
も以下のとおりの掲示内容となっているとのことから、受付を拒否された。

PMDAのWebサイトでの外国製造業者の認定更新申請時の添付資料リスト
1.外国製造業者認定証＇原本（

※区分追加を行っている場合は、区分追加認定書も併せて提出
のこと。

2.構造設備の概要一覧表
3.他の試験検査機関等の利用概要
4.無菌製剤作業所の構造設備の概要
5.平面図



審査管理課から以下の回答がなされています。

ご指摘の平成7年3月29日 薬発第322号 厚生省薬務局長通知「医薬品等に係

る許認可手続きの簡素化について」に基づき、現在も一部の都道府県において、

業許可更新時に平面図等の添付を省略可としているところである。

しかしながら、外国製造業認定制度は、５年ごとの更新時の審査は海外の製造

所であることから書面審査が主体となっており、国内の製造業許可の更新と異な

り実地調査が主体とならないことで、より平面図等の資料の重要度が増していま

す。また、国内の各都道府県の製造所数に比べ、外国製造所数はかなりの数に

及ぶため、過去の資料に遡って確認作業を行うことは非効率的であると考えます。

したがって、外国製造業認定更新申請については、平成22年10月13日付薬食

発1013第2号に従った運用を行うこととしたいので、引き続き適正な申請をお願

いしたい。

質疑・要望事項 No2 に対する回答



本年6月21日付で発出された「機械器具等に係る治験の計画等の届出の

取扱い等についての一部改正について」＇薬食機発0621第4号（に関し、

医薬品に係る治験の部分について、留意点等を示していただきたい。

＇背景・理由（

記＇3（の＇2（ウに「なお、医薬品に係る治験において、機械器具等の治験の計

画の届出を要しない場合の機械器具等の治験として治験機器を併用する場

合、医療機器GCP省令等により作成が求められる治験実施計画書、治験機

器概要書、説明文書その他の文書を、医薬品の治験に係る文書と一体として

作成することは差し支えない」と示されているが、どのように治験計画届およ

びその添付資料に盛り込むべきか明確になっておらず、対応に苦慮していま

す。記載上の留意点等につきQ&Aなどで示して頂きたいと思います。

質疑・要望事項 No3



厚生労働省において、Ｑ＆Ａやプロトタイプ作成に向けて業

界の意見をうかがっているところと聞いております。

質疑・要望事項 No3 に対する回答



H22.6.18東西合同薬事法規委員会において、MFの規格及び試験方法に
ついて「EPによる」あるいは「USPによる」という記載を認めていただきたい
という要望が出され、PMDAより「検討したい」と回答された。その後の検討
状況について教えていただきたい。

＇背景・理由（

・日本に入ってから承認規格＇日局等（を確認して使用しているため，承認に
は関連しない項目である．
・具体的な試験方法は提出するモジュール3やEP及びUSPで確認できる．
・EP，USPの改訂があり，それに合せてMF登録者の出荷試験も改訂される
場合の変更管理が不要となる．
・MFの目的であるノウハウの保護に関連しない．

質疑・要望事項 No4



規格及び試験方法については、原則ＭＦ登録する事項とされているが、ＥＰ

又はＵＳＰの場合、承認書にＪＰで記載する場合には、ＭＦには規格及び試

験方法を登録しなくても良いか。

＇背景・理由（

現在、ＭＦの登録において規格及び試験方法の登録はＥＰ又はＵＳＰによ
る等の記載は認められていない。ＥＰ又はＵＳＰが改正された場合、ＭＦの規
格及び試験方法の登録事項を変更する必要があるが、外国の製造所ではバ
リデーション等を実施しないことが多いため、ＭＦの変更が難しい。

製造販売承認書の中で原薬の規格及び試験方法を規定し、変更があった
場合は、製造販売業者は3局調和していない試験につきバリデーションを行い、
変更することで問題はないと考える。

また、ＭＦの登録項目は本来任意であることから、規格及び試験方法を登録
しないことは可能であると考える。
＇関連通知等：H17.7.28審査管理課事務連絡QA5,13、H18.12.14審査管理
課事務連絡QA35（

Ｈ22.6.18の質疑



平成17年7月28日付審査管理課事務連絡で示しているとおり、ＭＦの登録項目

は任意ではあるものの、「ＥＰ及びＵＳＰに収載されている原薬等であっても、Ｍ
Ｆには登録申請者が実際に行っている製造や品質管理の方法、規格及び試験
方法等を登録する必要がある」とされている。

一方、ご指摘の背景で示されているようなケース、すなわち、製造販売承認書
の中で原薬等の規格及び試験方法を日局として規定し、ＥＰ又はＵＳＰの改正
に基づく変更があった場合には製造販売業者が責任をもって改正後のＥＰ又は
ＵＳＰと日局との同等性について確認を行うケースにおいては、ＭＦにおける規
格及び試験方法欄の記載内容は、製剤の品質確保上、必ずしも重要な要素と
はいえないとも考えられる。

従って、ご指摘のようなケースが成立する場合に、例外的に、ＭＦにおける規格
及び試験方法欄を、「ＥＰ○○による」又は「ＵＳＰ○○による」と記載することで、
製剤の品質確保上果たして問題ないか、また、その場合どのような条件を設定
すべきか、さらにその実現性はどうかといったことも含め、業界とも話し合いな
がら検討して参りたい。

Ｈ22.6.18の質疑に対する回答



質疑・要望事項 No4 に対する回答

平成17年7月２８日付け審査管理課事務連絡で示されてい

る「EP及びUSPに収載されている原薬等であっても、MFに

は登録申請書が実際に行っている製造や品質管理の方法、

規格及び試験方法等を登録する必要がある」に関するご要

望ですので、審査管理課及び業界とも話し合いたいと考え

ます。


