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日本における一般用医薬品日本における 般用医薬品
及び後発医薬品の審査及び後発医薬品 審査

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

一般薬等審査部 斉藤和幸



本日の内容本日の内容

薬 療機 総合機構• 医薬品医療機器総合機構（PMDA）について

• 一般用医薬品及び後発医薬品に対する施策般用医薬品及び後発医薬品に対する施策

• 一般用医薬品の審査状況

• 後発医薬品の審査状況
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PMDAの理念(1)PMDAの理念(1)

私た 行動 念 も 薬私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• 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滞なく、高い透明性の下で業務を遂行します
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PMDAの理念(2)PMDAの理念(2)
• より有効で、より安全な医薬品・医療機器をよ効 、 薬 療機
り早く医療現場に届けることにより、患者にと
っての希望の懸け橋となるよう努めますっての希望の懸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 力を結集し 有効性 安全性にがら、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
事る事業運営を行います
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PMDAの業務PMDAの業務

• 医療費 障害年金 遺族一時金等の支給医薬品等の副作 • 医療費、障害年金、遺族 時金等の支給

• 特定C型肝炎感染被害者への給付金の支給

• スモン、HIVの被害者への健康管理手当等の支給

医薬品等の副作
用・感染による
健康被害の救済

• 治験相談・申請前相談・薬事戦略相談

• 有効性・安全性の審査

• 承認申請資料の信頼性調査

GLP GCP GMPに対する適合性調査

医薬品・医療機
器の承認審査

• GLP、GCP、GMPに対する適合性調査

• 安全性情報の一元的収集・データベース化• 安全性情報の 元的収集 デ タベ ス化

• 安全性情報の科学的評価分析・調査検討

• 情報の提供・消費者くすり相談

医薬品・医療機
器の安全対策
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PMDAの組織(1)PMDAの組織(1)

理事長

監事

審査担当理事 総合調整理事 技術総括理事

審査センター長

（上席）審議役 救済管理官 安全管理官

2011/11/17 6第6回日中製薬交流会（北京）



PMDAの組織(2)PMDAの組織(2)
審査センター長

審議役 審議役 審議役 審議役

審査業務部

国際部 生物系審査
第 部

一般薬等審査部
審査業務部

新薬審査第一部

第一部

生物系審査
第二部

医療機器審査
第 部審査マネジメン

ト部
新薬審査第二部

新薬審査第三部

第二部 第一部

医療機器審査
第二部

規格基準部
新薬審査第四部

第二部

信頼性保証部
新薬審査第五部

信頼性保証部
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審査体制審査体制

厚生労働省 薬事・食品衛生審議会申請者
承認

答申

諮問諮問

照会 回答
適合性調査等

承認申請

指導 審査報告

医薬品医療機器総合機構（ ）

照会・回答 指導 審査報告

医薬品医療機器総合機構（PMDA）

専門委員
治験相談・審査
（審査チーム）

専門協議
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審査チ ム審査チーム

部長

審査役 審査役審査役 審査役

チ ム主任チーム主任

規格・
薬理 動態 毒性 臨床 生物統計

規格
安定性

薬理 動態 毒性 臨床 生物統計
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一般薬等審査部の審査業務般薬等審査部の審査業務

般 薬• 一般用医薬品（Over the Counter Drug ）

医薬品のうち、その効能及び効果において医薬品のうち、その効能及び効果において

人体に対する作用が著しくないものであって、

薬剤師その他の医薬関係者から提供された

情報に基づく需要者の選択により使用される情報に基づく需要者の選択により使用される

ことが目的とされているもの

2011/11/17 第6回日中製薬交流会（北京） 10



一般薬等審査部の審査業務般薬等審査部の審査業務

後 療 薬• 後発医療用医薬品（Generic Drug）

既に製造販売の承認を得られている医薬品既に製造販売の承認を得られている医薬品
と、有効成分、分量、用法・用量、効能・効果
等が明らかに異なる医薬品及び対外診断用等が明らかに異なる医薬品及び対外診断用
医薬品以外の医療用医薬品
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一般薬等審査部の審査業務般薬等審査部の審査業務
＜医薬部外品の承認基準＞

・生理処理用品（1966）

・清浄綿（1985）・清浄綿（1985）

・染毛剤（1991）

ブ・パーマネント・ウェーブ用剤（1993）

・薬用歯みがき類（1994）

・浴用剤（1998）

・のど清涼剤 健胃清涼剤 外皮消毒剤・のど清涼剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤、

ビタミン含有保健剤 等（1999）
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一般薬等審査部の審査業務般薬等審査部の審査業務
化粧品の承認審査 等

全成分表示が導入され、承認制度は原則廃止

＜化粧品基準＞の告示＜化粧品基準＞の告示

配合禁止・配合制限成分リスト（ネガティブリスト）

ポジ ブ特定成分の配合可能リスト（ポジティブリスト）

⇒ リスト追加の可否を審査

しかししかし、

非表示成分を配合する化粧品は承認が必要
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一般用医薬品及び後発医薬品
に関する最近の施策

• 国内外の学会への審査官の参加

審査業務 関する電子化 推進• 審査業務に関する電子化の推進

• 日本薬局方基準の作成日本薬局方基準の作成

• 漢方・生薬製剤に関する審査体制の充実

• 対面助言制度の充実

• 審査期間短縮のための審査期間目標設定審査期間短縮のための審査期間目標設定
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対面助言制度（相談業務）の充実対面助言制度（相談業務）の充実

新たな相談業務を た新たな相談業務を設けた

• 事前評価相談（新医薬品：2009~）事前評価相談（新医薬品：2009 ）

• 薬事戦略相談（新医薬品：2011~）

• 開発妥当性相談（OTC：2010~）

• 治験計画要点確認相談（OTC：2010~）治験計画要点確認相談（OTC：2010 ）

• スイッチOTC等申請前相談（OTC：2010~）

• 後発医薬品生物学的同等性相談

• 後発医薬品品質相談
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OTC対面助言（平成22年度実績）OTC対面助言（平成22年度実績）

相談区分 実施件数 取り げ件数 合計相談区分 実施件数 取り下げ件数 合計

スイッチOTC等 ０ ０ ０
申請前相談

治験実施計画書 ２ ０ ２治験実施計画書
要点確認相談

２ ０ ２

新一般用医薬品 ２１ ０ ２１新 般用医薬品
開発妥当性相談

２１ ０ ２１

合計 ２３ ０ ２３合計 ２３ ０ ２３
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対面助言制度（相談業務）の充実対面助言制度（相談業務）の充実

新たな相談業務を た新たな相談業務を設けた

• 事前評価相談（新医薬品：2009~）事前評価相談（新医薬品：2009 ）

• 薬事戦略相談（新医薬品：2011.7~）

• 開発妥当性相談（OTC：2010.6~）

• 治験計画要点確認相談（OTC：2010 6~）治験計画要点確認相談（OTC：2010.6 ）

• スイッチOTC等申請前相談（OTC：2010.6~）

• 後発医薬品生物学的同等性相談（2011.10~）

• 後発医薬品品質相談（2011 10~）
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審査期間の目標と現状審査期間の目標と現状
平成18 平成19 平成20 平成21 平成22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

後発医薬品
（10 0ヵ月）

承認数 2,152 3,278 1,980 3,271 2,633
（10.0ヵ月）

中央値 4.0 4.5 5.3 7.5 6.9
一般用医薬品 承認数 1,030 1,329 1,821 2,171 1,008

（8.0ヵ月）
中央値 6.3 4.0 3.5 4.6 4.0

医薬部外品 承認数 2,287 2,236 2,340 2,221 1,976
（5.5ヵ月）

2,287 2,236 2,340 2,221 1,976
中央値 5.5 5.2 5.0 4.8 5.2

合 計 5 469 6 843 6 141 7 663 5 617合 計 5,469 6,843 6,141 7,663 5,617
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最近の主なスイッチOTC薬の承認状況
承認年 成分名 薬効群承認年 成分名 薬効群

2005 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩
ニザチジン
ケトチフェンフマル酸塩（外用）

胃腸薬（H2ブロッカー）
胃腸薬（H2ブロッカー）
鼻炎用点鼻薬

2006 ラノコナゾール（外用）
チキジウム臭化物
アゼラスチン塩酸塩
トリアムシノロンアセトニド（外用）

みずむし・たむし用薬
鎮痛鎮痙胃腸薬
アレルギー用薬
口内炎用薬

2007 アシクロビル（外用）
ケトチフェンフマル酸塩（外用）
アンブロキソール塩酸塩
トラネキサム酸

口唇ヘルペス薬
アレルギー用薬
かぜ薬
しみ薬トラネキサム酸 しみ薬

2008 フラボキサート塩酸塩
イソコナゾール硝酸塩（外用）
ニコチン貼付剤（外用）

ダ 酸塩

頻尿改善薬
膣カンジタ治療薬（膣錠）
禁煙補助剤

ギ 薬エメダスチンフマル酸塩
ミコナゾール硝酸塩（外用）

アレルギー用薬
膣カンジタ治療薬（膣坐剤）

2009 イソコナゾール硝酸塩（外用）
ミコナゾール硝酸塩（外用）

膣カンジタ治療薬（クリーム）
膣カンジタ治療薬（クリーム）ミコナゾ ル硝酸塩（外用）

ジクロフェナクナトリウム（外用）
ビダラビン（外用）

膣カンジタ治療薬（クリ ム）
消炎鎮痛薬
口唇ヘルペス薬

2010 トロキシピド
エピナスチン塩酸塩

胃腸薬
アレルギ 用薬エピナスチン塩酸塩

ロキソプロフェンナトリウム
オキシコナゾール硝酸塩（外用）

アレルギー用薬
消炎鎮痛薬
膣カンジタ治療薬（膣錠） 19



世界保健機関のガイドラインにおける記載
（仮訳）

○セルフメディケーションについて○セルフメディケ ションについて、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体的不調は自ら手当てする
と意識すること」
R iti f th ibilit f i di id l f th i h lth dRecognition of the responsibility of individuals for their own health and 
awareness that professional care for minor ailments is often unnecessary  
have contributed to this view. 

○セルフメディケーションにおける薬剤師の役割について、
「特に薬剤師は、購入者に対してセルフメディケーションのための医薬品を特に薬剤師は、購入者に対してセルフメディケ ションのための医薬品を
適正かつ安全に使用するためのアドバイスを与える重要な役割を果たす。
薬剤師が研修と実践の両者においてこの役割を果たすことは重要である。」
Pharmacists in particular can play a key role in giving advice to consumersPharmacists in particular can play a key role in giving advice to consumers 
on the proper and safe use of medicinal products intended for self‐
medication.  It is important, therefore, to take this role into account both in 
their training and in practice
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their training and in practice.  

出典：Guidelines for the Regulatory Assessment of Medicinal Products for Use in 
Self-Medication，WHO Geneva 2000



スイッチＯＴＣ推進のためのスキーム

＜OTC化が適当と考えられる医療用医薬品について＞考 薬

概要とりまとめ 日本薬学会概要とりまとめ 日本薬学会

公表

意見照会 医学関係学会へ

（平成２２年度：１０８学会）

討議 薬事・食品衛生審議会

公表公表



公表された主なスイッチＯＴＣ推奨成分

2008年8月（７成分） 2009年9月 （８成分）

公表された主なスイッチ 推奨成分

・フルルビプロフェン （抗炎症）
・レバミピド （胃粘膜保護）

2008年8月（７成分） 2009年9月 （８成分）

・ アンレキサノクス
（アレルギ－性鼻炎）

・ベンダザック（抗炎症）
・クロベタゾン酪酸ｴｽﾃﾙ

（副腎皮質ステロイド）

・ ペミロラストカリウム
（アレルギ－性鼻炎）

・ エバスチン（アレルギ－性鼻炎）
・トラニラスト（抗アレルギー性点眼）
・アンレキサノクス

（抗アレルギー性点鼻）
デキ タゾ 副腎皮質 ド

・ チアラミド塩酸塩
（非ステロイド性抗炎症）

・ イコサペント酸エチル（ＥＰＡ）
酸 ・デキサメタゾン（副腎皮質ステロイド）

・フドステイン（去痰）
・ トコフェノールニコチン酸ｴｽﾃﾙ

（ビタミンＥ）
・ フルチカゾンﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

（アレルギ 性鼻炎） 2010年3月 （２成分）（アレルギ－性鼻炎） 2010年3月 （２成分）
・アルファカルシドール （骨粗鬆症）
・カルシトリオール （骨粗鬆症）
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2011.7の初後発医薬品の承認状況
成分名 後発医薬品の規格 後発承認会社数 主な効能・効果成分名 後発医薬品の規格 後発承認会社数

及び品目数
主な効能 効果

ペロスピロン塩酸塩 錠剤
4mg 8mg 16mg

1社（3品目） 統合失調症
4mg,8mg,16mg

ドネペジル塩酸塩 錠剤、ＯＤ錠
各3mg,5mg

32社（113品目） アルツハイマー型認知
粧における症状の
進行抑制進行抑制

アトルバスタチン
カルシウム水和物

錠剤
5mg,10mg

5社（10品目） 高コレステロール血症

ロラタジン 錠剤、ＯＤ錠
各10mg

24社（43品目） アレルギー性鼻炎
蕁麻疹

ナテグリニド 錠剤 1社（2品目） 2型糖尿病における食ナテグリニド 錠剤
30mg,90mg

1社（2品目） 2型糖尿病における食
後血糖推移の改善

キセメスタン 錠 社（ 品目） 閉経後乳癌エキセメスタン 錠
25mg

2社（2品目） 閉経後乳癌

レボフロキサシン 点眼液 22社（22品目） 眼瞼炎、結膜炎、
0.5% 角膜炎
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平成22年度薬価制度改革の骨子
（平成21年12月22日 中央社会保険医療協議会了解）（平成21年12月22日 中央社会保険医療協議会了解）

特許期間中の革新的新薬の適切な評価に重点を置き、
特許の切れた新薬については、後発医薬品への置き換えが
着実に進むような薬価制度としていくこととする着実に進むような薬価制度としていくこととする。

○ 「新薬創出 適応外薬解消等促進加算」「新薬創出 適応外薬解消等促進加算」（試行的実施）（試行的実施）○ 「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」（試行的実施）（試行的実施）

○○ 後発医薬品の使用促進後発医薬品の使用促進
（平成（平成2424年度までに数量ベ スで年度までに数量ベ スで3030％）％）（平成（平成2424年度までに数量ベースで年度までに数量ベースで3030％）％）

「新薬創出 適応外薬解消等促進加算」の継続如何については 財政影響 適応外薬「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」の継続如何については、財政影響・適応外薬

等の開発等状況・後発医薬品の使用状況等を検証して判断。



後発医薬品シェアの推移
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
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