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本日のお話
 ICH E14ガイドライン施行の経緯と内容

 PMDAにおけるE14ガイドラインへの対応状況

 審査及び治験相談における論点
-QT/QTc評価試験＇ＴＱＴ（の必要性
-日本の承認申請における海外ＴＱＴデータの利用
-海外ＴＱＴにおける被験薬の用量について

 ICH E14 IWG (Implementation Working Group)
における新しいQ&A の作成について

 今後の展望と課題
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QT延長を来す可能性のある薬剤
抗不整脈薬 キニジン、プロカインアミド、ジソピラミド、

ピルメノール、アミオダロン、ソタロール、
ニフェカラント、ベプリジル

向精神薬 ＜フェノチアジン系＞、＜ブチロフェノン系＞、
＜イミノジベンジル系＞、＜チオキサンチン系＞、
＜三環系抗うつ薬＞、＜四環系抗うつ薬＞

抗アレルギー薬 テルフェナジン、アステミゾール

抗パーキンソン薬 アマンタジン

催眠・抗痙攀薬 抱水クロラール

高脂血症薬 プロブコール

合成抗菌薬 スルファメトキゾール、トリメトプリム

抗生剤 エリスロマイシン、ペニシリン、マクロライド系

カリニ肺炎治療薬 ペンタミジン

消化管機能促進薬 シサプリド
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P. K. Honig, et al. JAMA1993;269:1513. 

TerfenadineによるQT延長作用
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 2005年5月 ICH Brussels Step4合意、欧米で施行

 2008年6月 ICH Portland Q&A合意、欧米で発出

 2009年10月23日 日本で発出

 ICH E14ガイドライン ＇薬食審査発1023第1号 （

非抗不整脈薬におけるQT/QTc間隔の延長と

催不整脈作用の潜在的可能性に関する

臨床的評価について

 ICH E14ガイドラインに関するQ&A ＇事務連絡 （

 ICH S7Bガイドライン ＇薬食審査発1023第4号 （

ヒト用医薬品の心室再分極遅延＇QT間隔延長（の

潜在的可能性に関する非臨床的評価について
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 ICH  E14 ガイドラインの実施時期

・2010年11月1日以降に申請される医薬品が対象

猶予期間 ： 2009年10月23日～2010年10月31日

 薬剤のQT/QTc間隔に及ぼす影響の評価方法の概要

・臨床開発の早期に心電図を用いた臨床評価が必要

・一般的には、“QT/QTc評価試験＇thorough QT/QTc

study（”が必要

・QT/QTc評価試験＇ＴＱＴ（＝薬剤による心室の再分極

への影響を評価することを目的とした試験

6



QT/QTc評価試験 (TQT)について：
TQTの目的

 TQTの目的：心室再分極に対する一定の大きさ以上
の薬理作用＇＝QT/QTc間隔の延長（があるか否か
を決定すること

 基準値レベル：QTc間隔への作用の平均値として
およそ5ms、片側95％信頼区間の上限10ms

 医薬品開発の後期に、目標とする患者集団において
当該薬剤のQT/QTc延長作用を入念に調べる必要
性があるか否かを決定するため

 この試験は、薬剤の催不整脈性＇TdP（のリスクを
定量化することを目的とはしていない

薬剤によるTdPのリスクを除外することが目的
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TQT後の臨床試験におけるTdPリスクの評価
 TQTが陰性の場合：各治療分野の現行の臨床試験における検

査基準に従い、観察期及び治療期に定期的な心電図検査を行う
ことで許容される

 TQTが陰性でも、その後の臨床試験において、何らかの作用
＇例：著しいQT/QTc延長、TdP（を示す証拠がみられた場合は、
追加の試験が必要となる

 TQT が陽性の場合：その後の臨床試験において付加的な評価
を実施すべき

 ①QT/QTc間隔への作用の評価

・目的：治療対象となる患者群における薬剤のQT/QTc間隔へ
の作用を、用量、濃度との関係を含めて明らかにすること

・考えられる最大用量まで曝露した患者、及びTdPの付加的な
危険因子をもつ患者を含める

・TQT及び対象患者集団の薬物動態学的情報に基づき、 薬剤
の作用が最大になると予測される時点で心電図データを収集
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 TQT が陽性の場合＇続き（

 ②臨床試験における有害事象に関する情報の収集

・著しいQT/QTc延長＇例：＞500ms（を示した患者、

不整脈＇例：TdP（を示唆する重篤な心血管系の有害
事象を経験した患者についての情報 等

・催不整脈のリスクの高い患者の部分集団から

得られる心電図及び有害事象データの解析は

特に重要

電解質異常 ＇例:低カリウム血症（

うっ血性心不全

薬物代謝能又はクリアランスに障害のある患者

＇例:腎臓または肝臓の障害、薬物相互作用（

女性

年齢が16歳未満及び65歳を超えた患者
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 PMDA心血管系リスク評価チーム

審査チーム横断的な評価チーム 計15名
新薬審査第1部～第5部 各分野より1～2名ずつ
生物系審査第1、２部 各1名
安全部 1名
レギュラトリーサイエンス推進部 1名

 2010年4月より活動開始

 E14ガイドラインは新医薬品に対して分野を問わず
適用されるため、 PMDAとして統一的な対応を可能に
する必要がある→TQT、催不整脈作用の評価等に関
する、治験相談及び審査における対応を、審査チーム
と協力して実施 10



猶予期間中
10/23/09

~10/31/10

ガイドライン
実施後
11/1/10~12/31/11

治験相談件数 348 451

E14 ガイドラインに関連し
た内容を含む相談 13 20

PMDAから E14 ガイドライ
ンに関してコメントした相談
(臨床データパッケージ等) 

31 60
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E14 TQT 審査における留意点

適用
範囲 実施

国内
ＴＱＴ

陽性

TQTデザイン
臨床試験でのQT延長・
催不整脈リスクの検討
添付文書の注意喚起

陰性 TQTデザイン、TQT結果

海外
ＴＱＴ

海外
TQTを
日本人
のリスク
評価に
用いる
妥当性

陽性

TQTデザイン
臨床試験でのQT延長・
催不整脈リスクの検討
添付文書の注意喚起

陰性
TQTデザイン、TQT結果

未実施 TQTを不要とする理由の妥当性

適用外 なし E14ガイドラインの適用外とする理由の妥当性
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TQTの必要性

 概ね全身に影響を及ぼす新医薬品

 既存の薬剤の効能を追加する場合、曝露量＇最高血中濃度
(Cmax)あるいは血中濃度時間曲線下面積(AUC)（が著しく高
くなるような新用量、もしくは新投与経路を開発する場合等

ガイドラインの適用

ガイドラインの適用範囲内だがＴＱＴ不要

ガイドラインの適用外
 体内分布が非常に限定的な医薬品

 局所的に投与され、吸収されない医薬品

一部の眼科用薬、耳鼻科用薬、皮膚科用薬等

 実施がほぼ不可能 例：抗癌剤の一部

 モノクローナル抗体、分子量の大きな蛋白製剤等

 ＇海外での承認が古く安全性データベースが十分、
かつ安全性に懸念が示されていない場合（ 13



日本の承認申請における海外データの利用

日本人TQTデータ

あり なし

データを評価 海外TQTデータ
あり なし

海外データを日本人のリスク
評価に用いる適切な理由があ
れば、海外TQTデータを評価

海外血中濃度/ＱＴ
データ

日本人TQTデータがない理由、
又はTQT試験が実施できない
理由の説明が必要

あり なし

基本的には血中濃度/QTデータを
評価するが、QT延長に関する影響
の評価として十分であるかどうかは
個別の判断が必要
＇→治験相談を活用（

ＴＱＴを実施できない理由、あ
るいはＴＱＴを不要とする科学
的な理由が必要
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 新規性 類薬の有無及び開発状況、類薬における
QT延長リスクの有無等

 薬剤の特徴＇例：抗がん剤等（

 投与対象患者集団の特徴＇例：高齢者が多い、器質
的心疾患の合併例が多い等（

 海外の開発状況＇既承認の場合、承認時期、使用
状況、市販後のQT延長及び催不整脈リスクに関す
る情報等（

 非臨床試験成績 in vivo, in vitro 
ＩＣＨ Ｓ7Ｂガイドラインに基づく評価
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 海外ＴＱＴ デザイン
・日本人患者で推定臨床用量を投与した際に想定

される最大曝露量＇worst case cenario)を超えた、
十分な高用量が検討されているか

 海外ＴＱＴ 結果
・陽性か、陰性か ・血中濃度とＱＴ延長との関係
・陽性の場合、どの用量で陽性か

 ＴＱＴ以外の海外での臨床試験における情報
・ＥＣＧデータ、心血管系有害事象の発現状況等

 第Ⅰ相試験 濃度－QTデータ
 第Ⅱ、Ⅲ相試験 ＥＣＧでのＱＴ評価

心血管系の有害事象の発現状況 16



 民族的要因の検討

ＩＣＨ Ｅ５ガイドラインに基づく評価

内因性、外因性民族的要因

国内外の薬物動態及び薬力学的パラメータの比較

薬物代謝酵素の国内外差

体格差について

薬剤投与に対するQT延長作用の民族差の可能性？

 予定臨床用量は日本と海外で同じか
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 ガイドラインの記載：“民族的要因はQT/QTc評価試
験の成績に影響することはないと考えられている。”

 海外データの、日本人の催不整脈リスク評価への
利用可能性は、個別の判断による

 海外ＴＱＴを日本の承認申請に利用する場合には、
海外ＴＱＴデータを日本人の催不整脈リスク評価に
用いることができると考えた理由の説明が必要 →
ＣＴＤ2.7.2に記載
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 ガイドラインの記載：

“もし副作用に関しての安全性や忍容性を検討した
上で不可能でなければ、治療において予想される
最大曝露量の相当倍までを使用してその薬物を検
査するべきである。”

 対象患者に臨床用量を投与したときの、内因性・外
因性要因により増加が予想される最大の薬物、
及び代謝物の曝露量を含む必要がある

＝worst case scenarioの想定
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 日本人でのＥＣＧデータは最小限で許容される

例・第Ⅰ相試験 濃度－QTデータ

・第Ⅱ、Ⅲ相試験 ＥＣＧでのＱＴ評価

心血管系の有害事象の発現状況
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 ＴＱＴ後の臨床試験において、日本人、及び外国人
のＥＣＧデータを適切に収集すべき

 臨床現場で想定される使用状況下での、被験薬の
日本人患者におけるＱＴ延長リスクを評価すべき

 不整脈に関する有害事象を適切に収集すべき

 海外ＴＱＴ、海外臨床試験データ、日本人データを含
めた全ての入手可能な情報を用いて、日本人患者
におけるＱＴ延長及び催不整脈リスクを総合的に評
価する必要がある
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 ＱＴ延長は、被験薬のリスクの一つと位置づけられる

 承認、非承認の判断は、被験薬のＱＴ延長リスクを
含めた全てのリスクとベネフィットを考慮することによ
りなされる

 添付文書の記載

・ＴＱＴの結果

・ＱＴ延長＇場合により催不整脈（リスクに関する注
意喚起
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 日本人の追加ＥＣＧデータ、特にsupratherapeutic dose
よりも高曝露量の状況におけるＥＣＧデータは重要

 追加の日本人データの適切な収集方法は、個別に判断
する必要がある→ＰＭＤＡの治験相談の利用を！

 臨床試験において、収集が必要となる、追加の日本人
データの内容に影響する要因

・非臨床試験成績 in vivo, in vitro
・TQT結果 陽性、陰性
・ＱＴ延長の程度
・ TQT におけるsupratherapeutic doseと、日本人の

“worst case scenario”との相違の程度
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 効率的な新薬の開発を進めるために、新薬のＱＴ延長
作用、催不整脈作用に関する国内外のデータを最大限
に活用すべき

 国内ＴＱＴ実施数は増加しつつあるが、将来的にも海外
ＴＱＴを利用した開発が多いと予想される

 日本の承認申請における、海外ＴＱＴの適切な利用は重
要な論点

 新薬の日本の臨床現場での適切な使用を目的とした、
ＱＴ延長及び催不整脈リスク評価に関して、

海外ＴＱＴに追加して、必要な日本人データの詳細は？
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 2009年10月 ICH St.Louis (Informal Discussion Group)

E14ガイドライン改訂等の必要性について検討

→現時点で改訂を行う必要はない

Implementation Working Groupを構成して検討を続行

 phase1: 情報が集積され、情報提供が可能と考えられ

る論点について、Q&Ａを作成

 phase2: E14及びS7Bの改訂に繋がる可能性のある論

点について、更なるデータ収集・解析に基づいて検討
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 1. TQTにおける血中濃度－反応関係の利用

 2. QTc評価の精度を高めるための血中濃度－反応
関係や新たなデザインによるPhase I 試験の利用

 3. 性差に関する解説

 4. 心電図データ取得及び解析＇間隔の自動解析（の
ための新たな技術の妥当性を検証するための方法

 5. 心拍数補正の妥当性を評価する手順の明確化

 6. 後期臨床試験におけるQTc評価の方法の明確化

 7. TQTの実施が困難な領域におけるQTc評価につ
いて＇抗癌剤、生物製剤、精神科領域の薬剤等（
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 1. 連続的なＱＴｃデータを解析するための統計的方法

 2.陽性対照について

- ＴＱＴで十分な信頼性があることを示すための、
試験データの質を評価する、陽性対照薬以外の
方法

- 受け入れ可能な他の陽性対照とその評価方法

 3. QTcの反応における民族差の有無
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 4. 非臨床＇S7B)におけるＱＴリスクの評価が、TQTの
成績に、どの程度よく反映されるか

 5. 非臨床＇S7B)におけるＱＴ評価の精度を高めるこ
とで、TQTが不要とされる程の信頼性を得ることが
できるか

 6.現存しかつ精度の高い第Ⅰ相データから、TQTが
陰性であることをどの程度予測できるか

 7.ＴＱＴ試験が不要と判断されるのに十分な信頼性
のある、非臨床＇S7B)と第Ⅰ相データを統合する方
法を見いだすことが可能か
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 早期臨床試験におけるQT評価 － TQTと同程度
まで予測可能性を高めることができるか？

 薬剤のQT延長作用の評価における

Concentration Effect Modelingの役割

 早期臨床試験において、Moxifloxacinを用いずに、

如何に分析感度を確立するか？

 非臨床試験と早期試験におけるＱＴ評価の統合的

なアプローチは、TQTに置き換えられるか？
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 HRあるいは自律神経に影響する薬剤のQT/QTc評
価について

・Individualize QT/RR correction

・PK-PD modeling ・Holter Bin 解析

・dynamic beat-to-解析

 薬剤の心血管系への影響の評価について
 心毒性のバイオマーカー Troponin

 臨床開発における、QT以外のECG評価
 PR、ＱＲＳ間隔モニタリング

 臨床開発における、血圧評価
30



患者の要因

QT延長

TdP

QT のばらつき

トリガー 例. EAD

遺伝的要因 心筋イオン
チャネルの遺伝子多型

例.   IKr, INa,  ICa

環境的要因

民族的要因

他の不整脈

他の心血管系イベント

誘因

薬剤の特性

催不整脈性メカニズム
例.   IKr 遮断薬

例. 低Ｋ血症, 徐脈

リスクレベル 31



 臨床症状(特に失神発作の有無)

 ホルター心電図上のPVCの数と程度

 加算平均心電図による心室late potentials

 T-wave alternans

 QT dispersion

 自律神経評価(心拍変動解析など)

 電気生理学的検査

 T波の形態

 催不整脈動物モデル

 ヒトiPS細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リスク評価
32



 日本の承認申請においては、効率的な新薬の開発を
進めるために、新薬のＱＴ延長作用、催不整脈作用に
関する国内外のデータを最大限に活用すべき

 ICH E14 IWGでは現在新しいQ＆Aを作成中であり、
E14及びS7Bガイドラインの改訂に繋がる可能性のある
論点についても検討していく予定

 ＴＱＴを実施しなくても、非臨床試験データ及び、精度を
高めた早期臨床試験におけるQＴ評価を用いた総合的
なアプローチにより、十分なQT延長リスク評価が可能
となることが目標とされている 33



 TQT実施を含めたE14ガイドラインに基づく催不整脈リ
スクの評価は現時点で推奨されている方法、との位置
づけであり、今後より効率良くより的確に催不整脈リス
クを検出できるような評価方法の開発が待たれる

 新薬の開発においては、QT延長とそれに基づくTdPの
みならず、他の機序による不整脈のリスクについても
考慮する必要がある

 さらには、血圧、心収縮力など、種々の心血管系リスク
評価の方法が近年盛んに研究されており、新薬開発に
おける心血管系リスク評価はますます多面的になって
きている

34



 ＰＭＤＡは新薬のＱＴ延長リスク及び催不整脈リスク
の評価、さらには血圧等も含めた広義の心血管系
リスクの評価が適切になされ、日本の臨床現場に
新薬がより適切な形で提供されることを目標に、
心血管系リスク評価チームの活動も含めて、
治験相談や審査等を通して、積極的に新薬開発に
貢献したいと考えている

→積極的な治験相談の利用を！

 薬剤の開発における心血管系リスク評価では、
特に非臨床試験と臨床試験の両者による総合的な
評価が重要であり、双方に関連する産官学の協力
体制が不可欠と思われる
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ご清聴どうもありがとうございました


