
ＰＭＤＡの将来、
何を目指すのか

平成２５年１月２８日

（独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）

成田 昌稔



本日の内容

０ PMDA（医薬品医療機器総合機構）につ
いて

１ 第２期中期計画における取組み

２ イノベーション推進への取組み

３ ＰＭＤＡの将来に向けて
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ＰＭＤＡ（（独）医薬品医療機器総合機構）について

○ 設立 平成１６年４月１日

医薬品・医療機器等の
承認審査

医薬品・医療機器等の
安全対策

○ 業務

医薬品の副作用等による
健康被害の救済

医薬品等による健康被害の迅速な救済を図り、医薬品等の品質、
有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって
国民保健の向上に資すること

○ 中期計画(中期目標に基づく）

第１期 平成１６年４月 ～ 平成２１年３月
第２期 平成２１年４月 ～ 平成２６年３月

○ 目的



PMDAのセイフティ・トライアングル

安全
市販後リスク

の最小化
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救済
発生した

被害の救済

国民

審査
リスクの抑制

世界にない日本独自の
トライアングル

PMDAは、国が医薬品行政にかかる権限を行使する上で重要な根拠を提供

する業務を、三部門一体となって担っている。



ＰＭＤＡの理念（平成２０年９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。

¶ 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。
¶ 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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独法としてのPMDAの特徴

１ 定員、給与水準、総人件費、管理費等のしば
り

２ 収入において、手数料の割合が大きい

（２４年度審査関連予算）

運営費交付金､国庫補助金 ４％

手数料(審査､相談) ９５％

３ 厚生労働省の連携が不可欠

PMDAの審査報告の後に、厚生労働省の審議会、

承認、流通管理、安全対策 等
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本日の内容

０ PMDA（医薬品医療機器総合機構）について

１ 第２期中期計画における取組み

（１） ドラッグ・ラグ解消に向けた審査の迅速化

（２） 副作用の拡大・防止に向けての取組み

２ 日本発のシーズの実用化・イノベーション推進への取組み

３ ＰＭＤＡの将来に向けて
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世界初上市から各国上市までの平均期間（医薬品創出国） 88製品 2004年

出典：日本製薬工業協会 医薬品産業政策研究所
リサーチペーパーNp.31（2006年5月） IMS Lifecycle より引用

日

世界で初めて上市された時点と、それぞれの国で上市された時点を比較し、その平均

を見ると、我が国では1,416.9日、欧米の主な国では504.9～915.1日の遅れである。

注） 2004年世界売上上位100製品から同一成分の重複等を除いた88製品のうち、それぞれの国

で上市されているものを比較の対象とした。（日本は６０製品）

（１）ドラッグ・ラグ解消に向けた審査の迅速化

ドラッグ･ラグ
1,417.9日－504.9日 ≒ ２．５年

欧米と日本の医薬品の上市状況について



ドラッグ・ラグの原因

① 審査の基準やその実施体制が欧米に比べ整備さ
れていないという問題

→ 審査の迅速化、承認審査体制備拡充 等

② 治験の基準やその環境が整っていないという問題

→ 治験中核病院等の整備、治験関連人材育成 等

③ 医療保険における薬価制度の問題

→ 薬価算定基準の見直し、新薬創出加算の試行 等

④ 製薬企業の開発戦略の問題

→ （日本の市場、保険環境、開発計画 等）

有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会報告書（平成１９年７月）より
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新医薬品の上市までの期間を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）

対 策

目標
（平成23年度）

開発期間 承認審査期間

● 治験相談体制の拡充強化
－人員の拡充
・新医薬品の審査・相談人員を倍増
－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
（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

医薬品承認審査体制の拡充強化等
革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略

承認申請 承認
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審査基準の明確化
○ 発出した主なガイドライン等

国際共同治験（H19.9 H24.9） 自己由来細胞組織（H20.2）

治験の基準（ICH-GCPと実態的に整合化）（H20.2､3）

新薬審査実務に関わる審査員のための留意事項（H20.4）

ﾏｲｸﾛﾄﾞｰｽﾞ試験（H20.6） 他家由来細胞組織（H20.9）
バイオ後続品（H21.3） ワクチンの非臨床・臨床試験（H22.5）
経口血糖降下薬臨床評価（H22.7）
局所皮膚適用製剤処方変更生物学的同等性（H22.11）
抗心不全薬臨床評価（H23.3） 腎性貧血薬臨床評価（H23.9）
新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟﾜｸﾁﾝ開発等（H23.10）
睡眠薬の臨床評価（H23.12） 生物学的同等性試験改訂(H24.2）
ヒト初回投与試験(H24.4) 放射性医薬品の臨床評価（H24.5）
幹細胞・iPS細胞･ES細胞加工製品の品質・安全性（H24.9）

幼若動物試験（H24.10）抗体医薬の品質･安全性（H24.12）

○ 検討中の主なガイドライン等抗菌薬、
抗菌薬、小児がんの臨床評価、独立ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ委員会 等



国際連携の推進

「ＰＭＤＡ国際戦略」、「ＰＭＤＡ国際ビジョン」に基づき、積極的な国際活動を推進
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○ ＰＭＤＡ国際戦略、国際ビジョンの策定
○ FDA、EU＆EMA、中国とのバイラテラル・ハイレベル協議を定期的に開催
○ USP(FDA)、EMAとの意見交換

・ 管理職クラスの長期派遣
・ 重要課題について迅速・幅広い意見交換。

○ 世界同時開発、承認への検討
○ 守秘協定に基づく迅速な情報提供・収集

・ 各極の重要な情報を迅速に共有し、各極での必要な対策に活かす。
○ 欧米等との医薬品・医療機器等に関する規制調和の推進

- 医薬品（日米欧）：ICH - 医療機器（日米欧豪加）：GHTF, IMDRF
- 化粧品・医薬部外品（日米欧加）：ICCR -APEC：MRCT東京WS
- 医薬品規制当局サミット

〇 対アジアの規制当局との連携
- 日中韓の定期協議 - PMDA Training Seminar
- China-Japan Symposium - 研修員の受入れ
- インドネシアとの意見交換

《取り組みの状況》



治験相談、事前評価相談の対応

【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、平成23年度は９成分
平成２４年度（１０月末まで）５成分を実施

・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。
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平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
１０月末時点

対面助言実施件数 315 370 390 447 220

取下げ件数 23 23 44 30 12
実施・取下げ合計 338 393 434 477 232

＜新医薬品の対面助言の実施状況＞



＜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日付薬食審査発第0928010号）及び

を活用し、「国際共同治験に関する基本的考え方（参考事例）」（平成24年9月5日付厚生労働省医薬食品局
審査管理課事務連絡）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、ファーマコゲノミクス・バイオマーカー相談
及び優先審査品目該当性相談を除く。

※平成24年度10月末の国際共同治験に係る相談件数は、
集計時に相談記録が確定した件数。

※遺伝子治療用医薬品資料整備相談を含む。

件数 割合（％）

割合（％）件数

【治験計画届件数】
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年 度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
平成２４年度
１０月末時点

総審査期間 ２２．０月
（２７．６月）

１９．２月
（２４．８月）

１４．７月
（２２．７月）

１１．５月
（１５．７月）

１０．０月
（１０．６月）

行政側期間
１１．３月

（１８．５月）
１０．５月

（１５．３月）
７．６月

（１０．９月）
６．３月

（８．２月）
６．０月

（７．２月）

申請者側期
間

７．４月
（１４．１月）

６．７月
（１０．７月）

６．４月
（１２．２月）

５．１月
（９．６月）

３．９月
（５．６月）

承認件数 ５３件 ９２件 ９２件 ８０件 ４１件

＜新医薬品・通常品目に係る審査状況＞

注１：平成１６年度以降に申請された品目が対象。件数は成分ベース。
注２：（ ）内の数値は、参考値しての８０％値。

平成２４年度目標

通常品目：総審査期間１２ヶ月（行政側期間９ヶ月／申請者側期間３ヶ月）（中央値）
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＜新医薬品・優先品目に係る審査状況＞

注１：平成１６年度以降に申請された品目が対象。件数は成分ベース。
注２：（ ）内の数値は、参考値しての８０％値。
注３：平成２２年度以降、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議に係る公知申請品目は優先品目に含む。

当該品目を除外した場合、総審査期間は、22年度１２．０月。２３年度は９．２月、24年度（１０月末）は９．２月。

平成２４年度目標

優先品目：総審査期間 ９ヶ月（行政側期間６ヶ月／申請者側期間３ヶ月）（中央値）

年 度
平成２０
年度

平成２１
年度

平成２２
年度

平成２３
年度

平成２４年度
１０月末時点

総審査期間
１５．４月

（１９．１月）
１１．９月

（２４．５月）
９．２月

（１２．６月）
６．５月

（９．２月）
６．１月

（９．０月）

行政側期間
７．３月

（８．３月）
３．６月

（６．７月）
４．９月

（６．８月）
４．２月

（５．５月）
３．９月

（４．７月）

申請者側期間
６．８月

（１１．４月）
６．４月

（１５．９月）
３．４月

（７．６月）
２．０月

（４．７月）
１．１月

（４．６月）

承認件数 ２４件 １５件 ２０件 ５０件 ２２件



医療上の必要性の高い
未承認薬・適応外薬検
討会議

【製薬企業】 承認申請に向けた開発の実施

○未承認薬： 欧米等6か国（米、英、独、仏、加、豪）のいずれかの国で承認されていること

○適応外薬： 欧米等6か国のいずれかの国で承認（一定のエビデンスに基づき特定の用法
・用量で広く使用されていることが確認できる場合を含む）されていること

【開発支援】

・希少疾病用医薬品指定等により開発支援

・公知申請への該当性の妥当性を確認

・承認申請のために実施が必要な試験の
妥当性を確認

WG（分野ごと設置）
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＜公募した要望の要件（第Ⅱ回）＞

① 新医薬品
ア 未承認薬・適応外薬解消に向けての取組みについて

【未承認薬等に関する厚生労働省の対応について】

医療上の必要性を評価

未承認薬・適応外薬に係る要望の公募を実施
第Ⅰ回募集期間：平成21年6月18日～8月17日 要望３７０件
第Ⅱ回募集期間：平成23年 8月2日～9月30日 要望２９０件

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」



第Ⅰ回及び第Ⅱ回要望に係る検討状況の概要（平成24年12月現在）

医療上の必要性が高い
とされた要望の検討状況

第Ⅰ回要望 第Ⅱ回要望

第1回開発要
請(H22.5.21)等

第2回開発要
請(H22.12.13)等

第3回開発要
請(H23.5.13)等

計
第Ⅱ-1回開発要

請(H24.4.6)等

企業に開発要請したもの ９２ ７０ ３ １６５ ６７

公知申請が妥当 31 25 2 58 18
既に開発に着手しているもの
（承認申請すみのものを含む） 43 10 0 53 15
治験の実施等が必要と考え
られるもの 18 33 1 52 23

実施が必要な試験や公知申
請の妥当性について検討中 0 2 0 2 11

開発企業を公募したもの １６ ３ １ ２０ １４

合 計 １０８ ７３ ４ １８５ ８１

第Ⅰ回要望（374件）： 開発要請（165件）、開発企業の募集（20件）。

第Ⅱ回要望（290件）： 開発要請（67件）、開発企業の募集（14件）。
評価を終了し医療上の必要性が高いとされ開発要請前の要望（17件）、評価中の要望（27件）。
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○ 申請ラグについて分析すると、
算出対象全体の開発（申請）ラグ（３．４年）が、平成２２年度の １．０年 に比べて大きくなったが、その理由は、開発（申請）
ラグの大きい検討会品目が３２件から４５件に増加していることが影響したためと考えられた。

ドラッグ・ラグの調査

開発（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
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。米国は直近の公表データを使用（※）。
ドラッグ・ラグ ： 開発(申請)ラグと審査ラグの和

（注１）

（注２） 検討会品目とは、厚生労働省において開催された「医療上の必要性の高い未承認薬･適応外薬検討会議」における検討結果を受けて
申請された品目をいう。なお、表中（ ）内の数値は、検討会品目を除いた場合の値を参考までに示したもの。

※引用：「CDER Approval Time for Priority and Standard NDAs and BLAs Calendar Years」又は「PERFORMANCE REPORT TO THE PRESIDENT
AND CONGRESS for the Prescription Drug User Fee Act」を使用しているが、２２年、２３年の米国数値は、前年のものとなっている。
なお、新有効成分含有医薬品の分析については、「CDER User  Performance & New Drug Approvals 2011」のデータを使用。

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

開発
（申請）
ﾗｸﾞ

２．４年 １．５年
１．５年

(０．８年)
１．０年

(０．７年)
３．４年

(１．８年)

審査ﾗｸﾞ １．０年 ０．７年
０．５年

(０．５年)
０．１年

(０．２年)
０．１年

(０．１年)

ドラッグ
・ﾗｸﾞ ３．４年 ２．２年

２．０年
（１．３年）

１．１年
(０．９年)

３．５年
(１．９年)
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2004年 2007年 2010年

２８品目 ２1品目 １１品目

６０品目 ６８品目 ８１品目

承認済み 承認済み承認済み

未承認 未承認 未承認

世界売上上位医薬品の日本の上市状況の推移

2005年の製薬協の資
料によると、2004年の世
界売上げ上位100品目

のうち、同一成分などの
重複等を除いた88品目
について、我が国では28
品目が未承認とされて
いる。

2008年の製薬協の資
料によると、2007年の世
界売上げ上位100品目

のうち、同一成分などの
重複等を除いた89品目
について、我が国では21
品目が未承認とされて
いる。

2011年の製薬協の資
料によると、2010年の世
界売上げ上位100品目

のうち、同一成分などの
重複等を除いた92品目
について、我が国では11
品目が未承認とされて
いる。

製薬協政策研ニュースより



＜副作用・不具合等報告の受付状況等＞

添付文書改訂等
の措置案の件数

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
平成２４年度
１０月末時点

医薬品 151件 260件 339件 １８５件 ９９件

医療機器 37件 62件 19件 １７件 １２件

医療安全 4件 4件 5件 ６件 ３件

＊医療安全については、財団法人日本医療機能評価機構が収集したヒヤリ･ハット事例を医薬品・医療機器の観点から分析し、
専門家の意見を聴取したうえで、医薬品・医療機器の安全な使用についての分析結果を厚生労働省に報告した回数。

（２）副作用の拡大・防止に向けての取組み
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指針を活用することにより、医薬品の開発段階、承認審査時
から製造販売後の全ての期間において、ベネフィットとリスクを
評価し、これに基づいて必要な安全対策を実施することで、製造
販売後の安全性の確保を図ることを目的。

1

１ 医薬品リスク管理計画指針（RMP）の運用開始

２ ＭＩＨＡＲＩプロジェクトの推進（診療情報の薬剤疫学的活用）

電子診療情報へのアクセス基盤整備や薬剤疫学的解析に

よる副作用発現リスクの評価方法等を検討中。（従来の「副作
用自発報告」以外の情報源）

＜メリット＞
一定集団における評価
比較対照をおいた評価
定量的評価
迅速・簡便（調査票による調査と比較して）

＜安全対策の高度化等＞



MIHARIプロジェクトのイメージ

安全
対策
措置

副作用報告DB

各種電子診療情報 DB

レセプト
DB

DPC 
DB

病院情報
DB

使用成績調査
DB

２６年度以降

安全性
評価文献情報

海外規制
当局情報

学会発表

等

現 在

医療
機関
へ

伝達

PMDA
厚労省 医療機関
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安全性情報の収集・評価における国際的協力、情報発信

 海外に派遣されている国際業務調整役を通じ、情報の共有化。守秘義
務協定の下、安全対策措置に至る前段階での情報を日本から提供、海
外規制当局から事前情報を得て安全対策措置の検討に資する。

 日本で講じた安全対策等について英文により海外に発信する取組みを
引き続き実施。PMDAの英文HPの「Safety Information＞PMDA Risk 
Communications」のページで提供。

 平成２４年３月２６日からＰＭＤＡ情報提供ホームページにおいて、web
システムを用いた患者副作用報告を試行。平成２４年末、１６４件報告。

 報告者に対しアンケートを実施。今後、必要な改善、制度の運用につい
て検討中。

３ 安全性情報の収集・評価における国際的協力、情報発信

４ 患者からの副作用自発報告
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① 医薬品医療機器情報提供ホームページについて、広報活動等により周知

を図り、アクセス数について対２０年度比で６０％増を目指す。

＜情報のフィードバック等による市販後安全体制の確立＞

② 医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ）の内容をより充実す

るとともに、関係機関の協力や広報の強化により医療機関や薬局の医薬品安
全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の登録を推進し、２４年度末まで
に１０万件の登録を目指す。

アクセス回数

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度
10月末時点

6.4億回 7.5億回 8.7億回 9.5億回 5.9億回

医薬品・医療機器情
報配信サービス

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度
10月末時点

配信件数（件） 107 188 203 260 128

配信先登録数
（累計） 20,707 27,410 35,719 55,372 70,841



本日の内容

０ PMDA（医薬品医療機器総合機構）について
１ 第２期中期計画における取組み

２ イノベーション推進への取組み
（１） 薬事戦略相談の実施
（２） レギュラトリーサイエンスの推進

• ① 科学委員会の設置

• ② 人材交流の実施

• 革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進、 連携大学院

• ③ 横断的基準作成プロジェクト

（３） 医療情報データベースの基盤整備

1000万規模のDB構築、医療情報DBを利用した薬剤疫学研究等の

実施に関するガイドライン作成
３ ＰＭＤＡの将来に向けて 27



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

 初期段階での評価項目の決定や必要な被験者数に関す

る相談

 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相談

（１） 薬事戦略相談の実施

非臨床試験

臨床試験

品質試験

以降は、従来の

治験相談で対応

POC試験まで

薬事戦略相談

相談項目の例

基礎研究

日本発の
創薬・機器
シーズ

実用化

革新的医薬品・
医療機器

対面助言相談では、得られている

データをもとに、今後の治験の実施、

承認申請に向けての課題の整理や、

具体的な指導・助言を実施

 細胞・組織加工製品に関する対面助

言相談は随時受付

相談範囲の整理等、一般的なアドバ

イス等に関しては事前面談を実施

本事業や手続き等の理解を深めて

いただくための個別面談を実施



主として審査チームと

テクニカルエキスパートが

相談に対応。

必要に応じて当該分野の

外部専門家が同席します。

相談内容の整理のため

テクニカルエキスパートが

主として対応。

必要に応じて審査チーム

も同席します。

事前面談に向けて、薬事戦略相談室の
テクニカルエキスパートが、薬事戦略相談事業の
手続きや事業の内容を説明します。

薬事戦略相談（個別面談、事前面談、対面助言）

個別面談

事前面談

論点整理シーズの実用化の
道筋について
相談したい

自分のシーズが
薬事戦略相談に
馴染むのか
確認したい

大学・研究機関
ベンチャー企業

対面助言

科学的議論
（記録は１ヶ月目処に確定）



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 23 3 2 28（52％）
企業・ベンチャー 2 3 5 10（19％）
研究機関・その他 10 1 5 16（30％）

計 35（65％） 7（13％） 12（22％） 54（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 87 36 25 147 （44%）
企業・ベンチャー 22 55 37 114（34%）
研究機関・その他 28 12 30 70（21％）

計 137（41％） 103（31％） 91（27％） 331(100%)

（2011/7/1～2012/12/28 までの実施分）

薬事戦略相談の利用状況

事前面談よりも以前の状況のシーズ等の話しを聞く、個別面談 を370件を実施した。



（１） レギュラトリーサイエンスの推進

第４期科学技術基本計画（平成23年8月19日閣議決定）より

・ 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。



レギュラトリーサイエンスに精通した人材の育成が不可欠

医薬品、医療機器の市販前の承認審査から市販後の安全対策等
に当たっては、社会生活との調和を考慮した有効性・安全性のリス
ク・ベネフィット（メリット・デメリット）のバランスの評価が必要

評価方法の改善

ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙ

ﾘｻｰﾁへの対応

多要素の

バランス

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

リスク
ベネフィット

社会との調
和

多要素のバランス

【レギュラトリーサイエンスとは】
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
＜科学技術基本計画より＞

◎ レギュラトリーサイエンスについて



大学等アカデミア

PMDA
薬事戦略相談

① 科学委員会の設置

基礎研究

日本発の
創薬・機器
シーズ

非臨床
試験

治験
品質
試験

実用化

革新的医薬
品・医療機器

医薬品・医療機器 審査部 安全部

治験相談 承認審査

承認
申請

審査等改革本部

橋渡し

承認

人
材

交
流

市販後

市販後安
全対策

１

先端科学技術応用製品に係る評価方法について、基礎技術の
段階から、開発支援、承認審査、市販後安全対策の各段階ま
で、アカデミアと審査員等との意見交換を通じて、評価方法
等について、模索していく枠組みとしてH24.5.より設置。

科学委員会の設置

委員として参画
（基礎研究から実用化・市販後までに渡る分野）



科学委員会・審査等改革本部のイメージ

科学委員会

・科学委員会委員は、医歯薬工などの外部専門家で構成。委員名
簿は 専門部会委員も含め公開。

・個別品目の承認審査には関わらない。公正性の確保

親委員会

先端科学技術応用製品に対する対応方針の提言
ガイドライン、ガイダンス等の作成に関する提言
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
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
専門委員選定方法の提言
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
審査全体に係る審査部との討議

専門部会

専門部会は分野毎の課題の検討や専門部会委員候補者選定の助言な
どを行う。
専門部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。
今後、専門部会・分野横断的WGも必要に応じて設置予定。
審査部との緊密な討議の場

医薬品 医療機器 バイオ製品
細胞組織加工製品
（再生医療製品）

分野横断的WG

・・・

審査等改革本部

本部長

副本部長
（代理を含む）

本部事務局長
（代理を含む）

・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。

構成及び具体的業務内容

規格基準部

レギュラトリーサイ
エンス推進部

審査業務部

審査マネジメント部

PMDA 関係部局

各審査部

各安全部

各調査関係部

2



② 人材交流事業の実施

 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。

 大学等と、国立医薬品食品衛生研究所（NIHS）、医薬品医療機器総合機構（PMDA）等との
間で人材交流を行い、レギュラトリーサイエンスに精通した人材を育成。

研究等の成果

人材交流による人材育成の推進

審査員の出向（派遣）

研究者の受入 大学等研究機関 医療機関等

医薬品医療機器総合機構

国立医薬品食品衛生研究所

基準、ガイドライン等の早期作成

革新的な技術の実用化促進
（ドラッグラグ、デバイスラグの解消）

革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業（平成24年度 厚生労働省予算事業）

レギュラトリーサイエンスに精通した

人材の育成

適切な研究開発の促進

革新的技術の習得

審査等の迅速化・質の向上

再生医療製品分野では、H24年度は、審査員7名の派遣・研究者6名の受入を予定



革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業

再生医療製品分野

国立がん研究センター
中央病院

北海道大学大学院
薬学研究院

東北大学大学院
薬学研究科

東京大学医学部
附属病院

名古屋市立大学
大学院薬学研究科

大阪大学大学院
薬学研究科

国立成育医療
研究センター・病院

京都大学大学院
医学研究科

筑波大学
医学医療系

東京大学大学院
工学系研究科

国立循環器病
研究センター

国立がん研究センター
東病院

九州大学大学院
医学研究院

東北大学大学院
医工学研究科

早稲田大学
先端生命医科学センター

大阪大学大学院
医学系研究科

京都大学
ｉＰＳ細胞研究所

先端医療振興財団
国立成育医療
研究センター

千葉大学大学院
医学研究院

北海道大学大学院
医学研究科

医療機器分野

医薬品分野

脳梗塞の再生医療

ES細胞

脊髄損傷の

再生医療

加工細胞の
品質評価法

iPS細胞、

血小板 等

心筋シート、

角膜シート、

軟骨再生 等



＜各プロジェクトにおける取組み状況＞

 マイクロドーズ臨床試験プロジェクト（新薬審査部、審査マネジメント部、規格基準部 等）

マイクロドーズ臨床試験、その後の臨床用量での臨床試験の治験届の取扱いを検討。

 医薬品製法変更等プロジェクト（新薬審査部、一般薬等審査部、品質管理部、規格基準部 等）

医薬品承認書の製造方法欄の記載事項等の問題点に関して、運用実績や技術の進
歩を踏まえて対応を検討中。今後、通知・Q&Aの発出、説明会等での周知を図る。

 コンパニオン診断薬プロジェクト（新薬審査部、医療機器審査部、安全部、規格基準部 等）

厚労省の取扱い通知の作成に協力。審査・相談事例の情報共有、医薬品と体外診断
薬の審査連携の調整。コンパニオン診断薬と医薬品の開発に係る技術的ガイダンスを
作成予定。

 小児及びオーファン医薬品プロジェクト（新薬審査部、安全部、規格基準部 等）

• 小児WG： 臨床試験計画の考え方等の共有を目的とした欧米の電話会議にオブ

ザーバー参加。過去の審査事例の整理・情報共有。
• オーファンWG: EMAとの情報交換、連携について厚労省に協力。オーファン医薬品

の開発に関する問題点を整理し、PMDAとして貢献できることを検討中。
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医薬品・医療機器の審査の科学的な考え方を明確化することで、製品開発の促進や
審査基準等の国際連携の推進、審査迅速化につなげることを目的としてPMDA内関
係部署が横断的に連携し、基準作成等を目的として活動するプロジェクト。

② 横断的基準作成プロジェクト



 QbD評価プロジェクト（新薬審査部（品質分野）、品質管理部、規格基準部、国際部 等）

QbD（Quality by Design） に関連した品質部分のEMA-FDAのParallel Review であるパイロットプログ
ラムにオブザーバー参加し、QbD評価における欧米規制当局間の調和点・相違点を学び、PMDA内で
考え方を整理し共有している。

 新統計プロジェクト（新薬審査部（統計、臨床、ADME）、信頼性保証部、RS推進部、規格基準部、審査マネジメント部 等）

医薬品開発でのモデリング＆シミュレーションやアダプティブ・デザイン等の新しい統計的技術につい
て、特徴理解、利用可能性の検討、分野横断的な情報共有を行う。

 ナノ医薬品プロジェクト （新薬審査部（品質、毒性、ADME）、 RS推進部、規格基準部 等）

ナノテクノロジーを利用した医薬品は体内の挙動や生体との相互作用等が従来の製剤とは異なる特
徴を有するため、審査・相談事例を共有し、評価の留意点や規制上の取扱い（治験届、必要な添付資
料等）を検討中。厚労省による国際的議論への対応にも協力。

 国際共同治験プロジェクト（新薬審査部、一般薬等審査部、品質管理部、規格基準部 等）

国際共同治験（特に東アジア地域）を適切かつ円滑に進めるための留意事項等を検討し、平成24年9
月5日付厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡「国際共同治験に関する基本的考え方（参考事
例）」について」が発出された。英語版も作成。

 心血管系リスク評価プロジェクト（新薬審査部、安全部、RS推進部 等）

ICH E14ガイドラインで求められる新医薬品のQT延長・催不整脈リスクの評価や心血管系リスク関連
事項について統一的な対応を行う。

 オミックスプロジェクト（新薬審査部、医療機器審査部、安全部、信頼性保証部、一般薬等審査部、RS推進部 等）

ゲノム薬理学等を利用した医薬品・医療機器に関連するデータ・情報を共有し、医薬品等開発に用い
るバイオマーカーの考え方をPMDA内で統一し、 日米欧三極への同時相談PGx・BM相談に対応。
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PMDAや研究者による活用

医療情報データベース拠点を全国１０カ所の大学病院・グループ病院等に構築
２０１５年には，１０００万人規模以上のデータを利用可能にする目標

（３） 医療情報データベース基盤整備

１０医療機関を拠点としてデータの検索・
調査を行い，副作用を分析・評価する。

協力医療機関
（大学及びグループ
病院の拠点１０ヵ所）

拠点医療グループ
連携医療機関

東北大学

NTT病院(グループ)

東京大学

千葉大学

北里大学(グループ)浜松医科大学

徳洲会(グループ)

香川大学

九州大学

佐賀大学
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本日の内容

０ PMDA（医薬品医療機器総合機構）について

１ 第２期中期計画における取組み

２ 日本発のシーズの実用化・イノベーション推進への取組み

３ ＰＭＤＡの将来に向けて
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PMDAのミッションは

＜理念より＞

・ 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。

・ 患者にとっての希望の架け橋に。

・ 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。

・ 国際調和を推進

1

将来も、
変わらない



品質特性
CMC

有効性（薬理）

安全性

安定性

溶解性

体内動態、代謝

透過性、分布

医薬品は先端技術の結晶！

GCP、GMP、GXP、製造
方法、バリデーション

使用情報

剤型

有効成分 ＋ 添加物 ＝ 医薬品（製剤）

マーカー

多数の特許

有効性（臨床評価）



日本の製薬産業は

• 製薬市場は世界第2位を維持（２０１０）

世界シェアの約１１％ 米国約４０％

• 日本の新薬開発力は世界第3位（２００８）

売上げ上位１００品目のうち１２品目

• 世界の製薬企業主要２５社のうち日本企業は５社（２０１０）

• 医薬品輸出入は入超、医薬品技術の輸出入は出超（２０１０）

• 国内企業の海外売上げは、海外企業の国内売上げを上回る

• 研究開発費は、より高度な技術と革新性を求めて増大

• ブロックバスターからアンメットメディカルンーズへ

• 合成化合物からの開発成功率は、低下傾向

１／３０５９１（２００６-２０１０）
1



２０１０ ２００５

２０００ １９９４

医薬品の治療貢献度と治療満足度

薬
剤
貢
献
度

薬
剤
貢
献
度

薬
剤
貢
献
度

薬
剤
貢
献
度

治療満足度 治療満足度

治療満足度 治療満足度

ＨＳ財団報告書より



治療貢献度と治療満足度(2010)

薬
剤
貢
献
度

治療満足度
ＨＳ財団報告書より

ｱﾝﾒｯﾄﾒﾃﾞｨｶ
ﾙﾆｰｽﾞﾞへ

対応
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新医薬品（通常品目）の審査状況
（平成16年度以降申請分）（80％タイル値）

注：通常品目８０％達成値はあくまで試算、参考値である。

目標（参考値）

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%)

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 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

承認件数(件) 29 53 53 92 92 80
【参考】総審査期間
(月)

80％達成値
23.1 29.5 27.6 24.8 22.7 15. 7

実績（参考値）





48

医薬品・医療機器規制当局の審査・安全対策関係人員の国際比較

日本 米国 欧州

本省審査管理課（37）、安全対策課（29） 食品医薬品庁
欧州医薬品庁（ＥＭＡ）

総合機構(PMDA)審査部門（438） （FDA）
約750人 [2011]

及び安全対策部門（105） [2012.4]

審査関係 475人
約5,400人

［2010］

主なＥＵ加盟規制当局

英国 ドイツ

安全対策関係 134人 約900人 約1,050人

※ 日本における審査関係とは、医薬品、医療機器等の承認審査、治験相談及び申請資料の信頼性調査であり、人員は、本省審査管
理課及び医療機器審査管理室及び（独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の審査部門の合計である。
安全対策関係とは、医薬品、医療機器等の市販後安全対策であり、人員は本省安全対策課及びＰＭＤＡの安全対策部門の合計である。

※ FDAについては、2010年予算配分より常勤換算（FTE)での職員数のうち、直接医薬品・医療機器の審査・安全対策に関わる職員数。
※ EUの人員数は、審査・安全対策に関わる人員数は抽出不可能であるため、組織職員数。
※ 欧州の医薬品の審査・安全対策については、

・欧州医薬品庁（ＥＭＡ）がＥＵ加盟国に審査の実務を委託し、その審査結果に基づき、ＥＭＡが承認の可否を判断。その結果を踏まえ、
欧州委員会がＥＵ域内の流通を承認。

・ＥＭＡがＥＵ加盟国（主に英国、フランス、ドイツ、スウェーデン）に副作用報告等の分析・評価・安全対策の立案の実務を委託し、その結
果に基づき、ＥＭＡが安全対策を決定。具体的な措置は、各国の事情に応じ各規制当局が実施。



科学的根拠に基づく安全対策へ
１．利用が検討されている電子医療情報

 レセプト

 DPC

 電子カルテ 等

発売後の時間 Ａ薬治療群 Ａ薬なしの治療

２．医療情報の活用により可能な安全対策の例

副作用発生割合

（副作用/正確な使用患者数）

Ａ薬
（既存）

Ｂ薬
（新規）

誤差範囲

早期の安全
対策の時期

症状の発生割合

（症状/正確な使用患者数）

副作用の発生割合

（副作用/正確な使用患者数）

副作用発生割合（率）

有意差あり

ある副作用の発生割合を正確にリアル
タイムにモニターし、他剤との比較など
により、発売後適切な時期に安全対策
が実施できる

ある副作用が本当に被疑薬による原
因なのか、疾患による症状自体による
ものなのか、判別し、正確な情報によ
る安全対策が可能になる。

緊急安全性情報等の措置が、副作用
低減に効果があったのか、禁忌等の
情報が守られているか、次に何をすべ
きかが評価が可能になる。

有意な差がない

発生した異常な行動の発生割合

緊急安全情報前 緊急安全情報後
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① 医薬品医療機器情報提供ホームページについて、広報活動等により周知

を図り、アクセス数について対２０年度比で６０％増を目指す。

＜情報のフィードバック等による市販後安全体制の確立＞

② 医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ）の内容をより充実す

るとともに、関係機関の協力や広報の強化により医療機関や薬局の医薬品安
全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の登録を推進し、２４年度末まで
に１０万件の登録を目指す。

アクセス回数

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度
10月末時点

6.4億回 7.5億回 8.7億回 9.5億回 5.9億回

医薬品・医療機器情
報配信サービス

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度
10月末時点

配信件数（件） 107 188 203 260 128

配信先登録数
（累計） 20,707 27,410 35,719 55,372 70,841



日本の医薬品市場は

世界第2位を維持するもシェア減

日本 15.9%(2000)   → 11.2%(2010)

1

日本は国民皆保険 承認後は、２～３月で、薬価収載、

１２，５００万人の市場 （他国に見られない市場）

日本における開発段階、市販後における、注意深い、安
全性、有効性のエビデンスの収集、評価,

安全性確保対策が求められる！

ドラッグ・ラグの減少、国際同時開発の増加



日本の医薬品開発は

日本の新薬開発力は、米・英に次ぐ世界第3位

New Classに関しては、第2位

技術導出入収支は大幅な出超

1

研究開発費は増加するも、

合成化合物からの開発成功率の低下 1/30,591(08-11)

日本のポテンシャルを実用化へ

レギュラトリーサイエンスの推進、医薬品のﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄの支援、PMDAの相談・審査体制の強化

国際連携、国際調和の推進

基礎研究論文数は第4位、臨床研究論文数は第２５位



日本における人材は

医薬品は技術の結晶

CMC、代謝、動態、毒性、臨床、統計解析、

生産管理、GXP、ﾋﾞｼﾞﾀﾝｽ、知財など

1

大学等から、必要な人材は、育成されているか。

CMC、毒性、生物統計、GXPなど

必要な人材の安定的な育成が不可欠
人材育成は、大学？ 企業？ PMDA？ ・・・

開発、生産、評価には、各分野の人材が不可欠



医薬品情報の収集、発信は

PMDAには、

日本の承認情報（審査報告書など）

副作用情報（副作用報告、病院情報など）

外国からの情報 等 が集積

1

海外規制当局連携等さらなる情報の収集体制が必要
情報提供ツールとしてのHPの充実、

英文情報発信の充実



PMDAは

ﾄﾞﾗｯｸﾞ・ﾗｸﾞの解消に向けて、安全対策の充実に
向けて、 人員増等の体制整備

1

FDA、EMAと比較すると、規模は、数分の１

イノベーションの推進、ｱﾝﾒｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙﾆｰｽﾞに向けた、更
ある相談体制の充実、審査の迅速化、予測対応型・予
防対応型への安全対策等、ライフサイクルを通じた体制

の整備が必要

ドラッグ・ラグの減少、審査の迅速化
総審査期間の中央値では、米国、欧州並みに

世界初の新医薬品の承認数は、数分の１



今後の取り組みの方向
開発
段階

非臨床
試験

臨床
試験

製造販
売後

承認
審査

① 審査の迅速化
審査員増､相談､審査体制整備

②薬事戦略相談

③ ｱﾝﾒｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙﾆｰｽﾞ

レギュラトラトリーサイエンスの推進、人材育成

①MIHARI P
RMP 等

③イノベーションの実用化、さらなる体制整備

②科学委員会、人材交流、横断的プロジェクト

③ 医薬品のﾗｲﾌｻｲｸﾙを通じた予測、予防型安全対策



イノベーションの迅速な実用化に向けて

・イノベーション

シーズ ツール

環境

・的確な迅速なエビデンス

1

環 境

シーズ ツール

レギュラトラトリーサイエンスの推進

PMDAの求めら
れる役割は？
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ＰＭＤＡの今後の方向と課題

世界のＰＭＤＡに向けて、

１．医療分野のイノベーションへの対応の一環として、最先端技術
、アンメットメディカルニーズに対応した体制整備と審査のさらな
る迅速化

開発ラグ解消に向け、開発に係る相談体制の充実（アカデミアやベンチャー
企業を対象とした薬事戦略相談を含め、新たな発想の医薬品・医療機器へ
の相談の拡充）

審査期間の短縮（企業の生産・販売計画に影響を与えないようにする視点
から審査の予測性の向上）

２．安全対策のさらなる充実強化

医薬品のライフ・サイクル全体（市販前から市販後まで）を通じたシームレス
なリスクマネジメントの充実（リスクコミュニケーションを含む）



３．レギュラトリーサイエンス研究推進
科学委員会等を活用し、世界最高水準のサイエンスを基本にした最先端

技術への対応や新たな評価手法への取り組みを積極的に推進

４．幅広い視野をもった人材の育成

大学・研究機関・医療機関等との人材交流のさらなる推進及び研修の充
実（医療機関や製造所における実地研修を含む）

５．さらなる国際化への対応
海外規制当局との連携強化（欧米、アジア諸国）、海外ＧＣＰ・ＧＭＰ・ＱＭＳ

査察体制のさらなる充実（国際共同治験や原薬供給元の国際化等に対応
すべく、海外に派遣する要員を確保等）

６． 国内外への情報発信の充実
一般国民・医療従事者に対する迅速かつ明確な医薬品等情報提供の強化

国際的な情報発信の促進（医薬品・医療機器審査報告書や日本薬局方等
を英文で公表し、海外でも活用）

今後とも、質の高い人材の確保や、体制強化（増員）を通じた、
審査・相談の更なる充実が必要

２



Homepages,
MHLW Homepage:  http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
PMDA Homepage:   http://www.pmda.go.jp/english/index.html

日本発の有用な医薬品を、
日本の、世界の患者に！

ご静聴ありがとうございました
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