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 医薬品の承認審査概要

 審査報告書から（事例紹介）
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 薬事法における承認の条件

①申請された効能・効果を有すると認められな

いとき

②申請された効能・効果に比べて、著しく有害

な作用を有することで、使用価値がないとき

③①、②に掲げる場合のほか、医薬品として不

適当と厚生労働省令で定めているもの

つまり、医薬品の承認は上記①～③に該当しな

ければ基本的に承認されることとなっている。
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PMDAの組
織

平成22年10月1日現在
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理事長

理事

審査センター長

上席審議役

審査業務部

審査マネジ
メント部

規格基準部

審議役

新薬審査第一部

新薬審査第二部

新薬審査第三部

新薬審査第四部

新薬審査第五部

上席審議役

生物系審査第一部

生物系審査第二部

審議役

一般薬等審査部

医療機器審査第一部

医療機器審査第二部

医療機器審査第三部

信頼性保証部
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新薬審査

第一部

第１分野

第6-2分野

消化器官用薬、外皮用剤、免疫抑制剤

ホルモン剤、代謝性疾患用薬

新薬審査

第二部

第2分野

第5分野

体内・放射性

循環器官用薬、抗パーキンソン病薬

泌尿・生殖器官用薬、配合剤

体内診断薬、放射性医薬品

新薬審査

第三部

第3-1分野

第3-2分野

中枢・末梢神経系用薬。ただし、麻酔用薬を除く

麻酔用薬、感覚器官用薬、麻薬

新薬審査
第四部

第4分野・エイズ

第6-1分野

抗菌薬、抗ウイルス薬、抗エイズ薬

アレルギー、膠原病、呼吸器官用薬

新薬審査

第五部

抗悪性腫瘍薬-1
抗悪性腫瘍薬-2

主に固形癌に係る医薬品

主に血液腫瘍に係る医薬品、一部変更申請
生物系

審査第一部

血液製剤分野

バイオ品質分野

生物学的製剤（血液製剤）

生物由来製品の品質確保、遺伝子治療、カルタヘナ

生物系

審査第二部

ワクチン分野

細胞治療分野

生物学的製剤（ワクチン）

細胞治療、再生医療、生物由来機器
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部 長

審査役・審査役代理

チーム主任

生物統計

生物統計学

臨 床

医 学

毒 性市販後

薬 学 等

申請された医薬品の効果や副作用、
品質について、現在の科学水準に基
づき、承認審査等を行っています。

承認審査等は、薬学、医学、獣医学、
生物統計学等の専門的知識を有する
者が一つのチームを構成し、それぞ
れの見地から多面的な承認審査等を
行います。

品 質 薬 理 体内動態

獣 医 学
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医薬品・医療機器の開発から市販後まで

研究開発 非臨床試験
臨床試験

（治験）
承認申請 承 認 市 販

対面助言（治験相談） 審査

治験から新薬承認申請までの流れ
医薬品・医療機器の承認審査の流れ

非臨床試験
・動物での試験

第Ⅰ相試験
・健常人を対象

・主として安全性を見る

第Ⅱ相試験（前期）
・患者を対象（少数）

・有効性・安全性の瀬踏み

第Ⅱ相試験（後期）
・患者を対象

・有効性・安全性を見る用量の決定

第Ⅲ相試験（後期）
・患者を対象（より多数）

・比較試験、一般試験により実際の臨床試験におけ
る

有効性、安全性の確認

厚生労働省

厚生労働省

申請者

医薬品医療機器
総合機構

治験相談・審査
（チーム審査）

専門委員
（外部専門家）新薬承認申請

承認

審査報告

承認申請照会・回答

専門協議

市販後
安全対策

健康被害
救済
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販売名：マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg
一般名：ペガプタニブナトリウム

申請者：ファイザー株式会社

承認日：2008.7.16
効能・効果：中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄

斑変性症

作用機序：VEGF165を特異的に阻害

2012/5/11 分子複合医薬特別シンポジウム 10



 物理的化学的性質の検討

性状、溶解性、吸湿性、熱分析・融点、pH、解離定数

（pKa）、分配係数、結晶多形、光学活性、生物学的性

質・生物活性

 規格及び試験方法の設定

性状（外観）、確認試験、pH、純度試験（溶状、重金属、

類縁物質(1)、類縁物質(2)、残留溶媒）、水分、

エンドトキシン、微生物限度、ヌクレオシドプロファイル、

ナトリウム、定量法

 安定性の検討

長期保存試験、苛酷試験（温度、光）、含量
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照会：定量法が本薬の活性を担保するのに十分であるの

か、また、VEGF受容体に対する阻害活性等の生物

活性を新たに規格及び試験方法として設定する必

要はないか

回答：本薬の阻害活性はオリゴヌクレオチドの塩基配列

特異的であるので、正しい塩基配列を有するオリ

ゴヌクレオチドの含量を定期的に管理し、確認試

験により塩基配列を確認することで、原薬の品質

は適切に管理されている

結果：海外の多くの国で採用している確認試験方法（B法）

に変更した
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照会：PEG鎖に由来する不純物について

回答：①本薬のPEG鎖自体は安定であり、加熱等の条件

に付しても不純物は生じない

②PEG化工程以降の製造工程で陰イオン交換液体

クロマトグラフィー工程においても不純物が生

成される可能性は低く、仮に生成されたとして

も次の工程で除去される

結果：変更なし
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 規格及び試験方法の設定

性状（外観）、確認試験（B法）、浸透圧、粘度、

pH、類縁物質(1)、類縁物質(2)、エンドトキシン、

不溶性異物、不溶性微粒子、無菌試験、

排出量均一性、定量法

 安定性の検討

長期保存試験、加速試験、苛酷試験（光）
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照会：本剤の1回投与量が90μgと極微量であることから、

規格試験方法において、排出量均一性試験に加え

て採取容量試験を設定する必要はないか

回答：排出量均一性試験は採取容量試験よりも厳しい判

定基準が設定されているので、採取容量試験は不

要である

結果：変更なし
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１．非PEG化アプタマーのVEGF165に対する選択性

２．VEGF165の受容体との結合に対する阻害作用

①無細胞系におけるVEGFの受容体に対する阻害

②細胞系におけるVEGFのヒト臍帯静脈内細胞（Human umbilical 
vein vascular endothelial cell:HUVEC）に対する阻害

３．VEGF受容体機能に対する阻害

①HUVECの増殖

②カルシウム動員

③血液凝固系組織因子mRNAの発現

４．in vivoにおける作用

①マウス未熟児網膜症モデル

②マウス角膜血管新生モデル

③モルモット皮膚血管漏出モデル
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１．心血管系に対する影響

イヌ静脈内投与で、心拍数、血圧、心電図パラメータ

（QT、QRS、PR間隔）に影響なし

２．呼吸器系に対する影響

ラット静脈内投与で、呼吸数、1回換気量に影響なし

３．中枢神経系に対する影響

ラット静脈内投与で、一般症状に影響なし

４．腎機能に対する影響

イヌ及びサル硝子体内反復投与毒性試験で、尿検査、

血液学的検査に影響なし
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本剤の作用機序がVEGF165を阻害することに基

づくことは理解するも、既に新生血管が存在する

状況においても滲出型AMDの症状の軽減や改善

が期待できると考えていることについては臨床試

験成績を踏まえて判断する
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１．眼組織における蓄積について

①毒性試験で特に問題ない

②臨床試験での有害事象の検討からも問題ない

２．メラニン含有量の違いによる有効性及び安全性に

ついて

①白色及び有色ウサギの薬物動態で差がない

②海外の臨床試験及び市販後の情報から、虹彩色の違

いによる有効性及び安全性に差がない

薬物動態特性に大きな問題はないが、ヒト眼組織にお

ける安全性に関しては臨床試験成績を踏まえて判断する
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１．非げっ歯類では臨床投与経路である硝子体内投与、

げっ歯類では静脈内投与で実施

２．通常実施する毒性試験以外のその他の試験として

①抗原性試験

②免疫原性試験

③毒性発現機序に関する試験（2’-FUのRNAへの取込み）

④構成ヌクレオシド(2’-o-メチルアデノシン、2’-o-メチル

グアノシン、2’-フルオロシチジン塩酸塩：推定代謝物）

の毒性試験

⑤ラット静脈内投与による90日間毒性試験

ヒトに対する毒性は低いと考えられ、臨床での使用に毒

性学的な観点から特に問題ない
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１．臨床薬物動態試験

①日本人患者を対象とした試験（1試験）

滲出型AMD患者、95例、ペガプタニブのオリゴヌクレ

オチドとして0.3,1mgを6週毎に9回、硝子体内投与

②外国人患者を対象とした試験でのPPK解析（3試験）

滲出型AMD患者、10例、3mgを4週毎に3回投与

滲出型AMD患者、11例、ベルテポルフィンでの処置後

3mgを4週毎に3回投与

滲出型AMD患者、37例、3mgを6週毎に4又は5回投与

クレアチニンクリアランスと体重がクリアランスに、年

齢が硝子体から全身循環への移行速度定数に有意な因子と

推定
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１．日本人と外国人の薬物動態の類似性について

国内外のAMD患者において同一の投与量での比較成績
はないが、投与量1mgで基準化した時の薬物動態に大き
な差異は認められない。日本人の安全性については臨
床試験成績を踏まえて判断する

２．全身循環への移行に影響を及ぼす因子の検討
高齢者及び腎機能障害患者での有効性及び安全性は

製造販売後調査で確認する必要がある



１．有効性に関する検討

①日本人患者を対象とした第Ⅱ相試験（1試験）

・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症患者

・95例、無作為化二重盲検並行群間比較試験

・ペガプタニブのオリゴヌクレオチドとして0.3,1mgを
6週毎に9回、硝子体内投与

・ベースラインから54週後までの視力の変化（ETDRS）
②外国人を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相試験（3試験）

国内試験はシャム群が設定されていないので、国内外の

視力低下の自然経過及び臨床試験成績を比較して日本人の

有効性を検討
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１．有効性に関する検討（つづき）

国内試験でシャム群が設定されていないので、日本人

AMD患者での有効性が検証されていない。しかし、海外

でシャム群に対して有効であり、国内でも有効性が示唆

されていること。また、本疾患は希少疾病であることも

考慮して、日本人における有効性は示されていると判断

する

・その他、用量を0.3mgとすること

投与間隔を6週間とすること

投与の継続の判断は臨床医に任せること

について検討
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２．安全性に関する検討

・眼関連の有害事象について

・高血圧、血栓等の全身性の有害事象について

・過敏症/アナフィラキシーについて

・PDTとの併用について

３．PEG化した本剤のVEGFへの結合特性についての検討

＜承認条件＞の付与

国内での治験症例が限られていることから、製造販売後、一定

の症例にかかるデータが集積されるまでの間は、全症例を対象と

した使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情

報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータ

を早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること
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ご清聴ありがとうございました
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