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次世代審査・相談体制
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申請時電子データの受付が2016
年10月から開始され、審査におけ
るデータ利用が進んでいます
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2020年度までのスケジュール（案）
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Task H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

通知・情報発出

審査

申請電子データ
提出確認相談

システム構築

平成26年度
パイロット

平成27年度パイロット

相談試行
（事前面談）

システム構築・パイロットテスト

基本的通知・Q&A

FAQ

申請時電子データ受入開始

ポータルサイトオープン

実務的通知・Q&A

技術的ガイド

説明会／ワークショップ

WS WS

Eng
データ標準カタログ

10/1 3.5年の猶予期間（経過措置期間）

Regular Update

経過措置期間の
終了に向けた整備
（通知の改正等）

経過措置
期間終了

3/31

バリデーションルール

相談枠新設（申請電子データ提出確認相談）

申請電子データ提出確認相談に関する実施要項

WS

Q&A



申請電子データ提出確認相談の実施状況

• 48社から158件の相談申込があった （2018/06/30時点）

• 複数回の相談が実施されている品目もある

– バリデーションが終了した試験から順次相談、という例も多い

• 経過措置期間終了後に申請予定の品目の相談も増えてきている

• 各相談の特徴は様々

– 記録あり（有料）、記録なし（無料）

– 企業（内資、外資）

– 当初は抗がん剤領域の品目が多かったが、他の疾患の相談も増えている
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年度 申込み件数

2015年度（2015年5月15日～） 13

2016年度 62

2017年度 65

2018年度（～2018年6月30日） 18

計 158



申請電子データの提出状況

• 46品目（26社）の申請に関して申請電子データが提出
されている（2018/06/30時点）

– 受入れに関していくらかの問題はあったが、最終的には
全てのデータが受領できている
• データ提出時のシステムに関する問題

• PMDAのバリデーションにおける、”Reject”に相当する違反や、事
前に説明のない”Error”に相当する違反の検出

– 品目の特徴
• 内資系企業／外資系企業、新規／効能追加のいずれも経験あり

• 当初は抗がん剤領域の品目が多かったが、他の疾患領域の品
目も増えてきている

• 同一疾患に対する複数品目のデータ提出や、同一品目の複数疾
患に対するデータ提出の例もある

• 臨床薬理試験データや各種解析のデータも提出されてきている

2018/08/01 PMDAレギュラトリーサイエンスセンター開設記念シンポジウム 5



申請電子データの利用

• 初回面談事前打合せの前
– 主要な解析の再現性の確認

• 主要な解析と必要な感度解析の実施

– 審査の論点に関する解析
• 効能・効果、用法・用量の妥当性、結果の一貫性等

– 審査の論点抽出のための解析
• 有効性、安全性に影響を与える因子の検討等

• 初回面談事前打合せ及びその後
– 打合せにおける実施した解析内容の共有
– 照会事項に関連する解析

• 照会内容の検討や、照会回答を受けてのさらなる検討

• 専門協議前後
– 専門委員の助言に基づく追加解析
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審査のより早い段階で、
意思決定の道筋を付ける

申請者及び専門委員との
より効率的なやりとり



内部で実施した解析の例

• 体重に応じた用法・用量案の提示に対して、体重による用量選択
が適切かどうかを内部解析により検討
– 用量ごとに体重が有効性に及ぼす影響や、その他の要因による影
響の検討を行い妥当性を評価

• 被験者が満たす選択基準と有効性評価項目の関係について内部
解析により検討
– 特定の評価項目で示される有効性を検討し結果の一貫性を確認

• 主要評価項目に用いられた変数変換や分布の仮定、有効性解析
のモデルに対して、その頑健性を検討
– 変数変換前の値による解析、分布やモデルによらない解析に基づき
結果を評価

• 国内外の試験のデータを利用した母集団薬物動態解析結果に対
して、日本人の予測にも問題なく用いることができるモデルかどう
かを内部解析により検討
– モデル診断を実施し、足りない情報を内部解析で補いモデルの適格
性を評価
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データの提出と個別品目審査への利用

• 申請電子データが提出される品目が増加し、個別品
目の審査におけるデータ利用が進んでいる。

– 内部解析の結果に基づいた審査上の懸念点の確認等は
審査チーム内で随時行われている。

– 内部解析結果に基づいて、申請者に送付する照会事項
の絞り込みや、結果の一貫性の確認の一部では審査
チームによる一定の判断も行われている。

• 今後も申請電子データを活用し、個別品目の審査を
円滑に進めていきたい。
– PMDAでは経過措置期間終了後（2020年4月1日以降）に、
必要な臨床試験データが円滑に提出されるよう、業界と
の調整も踏まえて通知の整備等を進めている。
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蓄積されたデータの利用
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蓄積されたデータの利用

• 薬効群や作用機序ごとの網羅的な情報の収集
– 特定疾患での品目横断的な情報の抽出（有効性、安全性、プ
ラセボ効果等）

– 特定品目の疾患横断的な安全性の評価

• 特定テーマに関する検討
– M&Sの積極的利用

• ガイドライン作成への利用
– 疾患領域や特定テーマに関するガイドラインの作成
– 特定の方法論に関する留意点の作成

• 例えば、これまで一般的に用いられてこなかった解析手法について、
その挙動を蓄積された臨床試験データに基づき確認

• 一般的な手法を用いることが困難な場合や特定の状況での利用可
能性を検討し、留意点等を示すことができる
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データの蓄積状況に応じて、今後、以上のようなデータ利用が
可能と考えている



M&S利用に関する取組み

• M&S事例検討プロジェクトチーム

– M&Sに関する知識と経験の利用/共有体制の強化
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専門分野・審査チームを超えて議論可能な体制の強化

 臨床薬理・薬物動態、生物統計、臨床医学、その他

 部横断的な共有が可能な体制

 PMDA内の他のプロジェクトとの協力

（小児医薬品WG、オーファン医薬品WG、心血管リスク評価PT）

 個別品目のM&S関連事項の科学的評価・方針決定

 知識と経験の内部共有、外部発信

 海外当局との協力

これまでのM&S検討事例：用法・用量の設定、QT評価、特殊集団の検討等
その他、特別研修等での最新事例の情報収集も



M&S利用に関する国際的な協力活動
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?c
url=pages/partners_and_networks/general/g
eneral_content_000655.jsp&mid=WC0b01ac
0580953d98

EMA、FDA、HC等との
Pharmacometircs/M&Sに関するクラスター活動



例）M&Sの積極的利用

• 評価指標の開発
– 長期間又は多数の被験者による評価が必要な臨床反応の
指標に関し、短期間又は少ない被験者で評価可能なバイオ
マーカー等の検討
• 曝露量と臨床反応の指標との関係が明確でない場合でも、間に
バイオマーカーを考慮することにより、曝露量～バイオマーカー～
臨床反応の関係が把握できる可能性がある

• モデルを用いた曝露－臨床反応の評価に関する経験の
蓄積と利用
– 曝露－臨床反応の関係について、集団間で類似性が確認でき
れば、他の集団のエビデンスを開発対象の集団に利用する
手助けになる（例：小児用医薬品開発における外挿、他効能の
成績の利用、用法・用量の変更、国際的な医薬品開発等）
• 臨床評価ガイドライン等で特定の集団間の曝露－臨床反応の
類似性を言及できれば、より効率的な医薬品開発戦略が進められる
可能性がある
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方法論の利用に関する国際的な動向
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https://www.fda.gov/Drugs/Development
ApprovalProcess/ucm505485.htm

http://www.ema.europa.eu/ema/inde
x.jsp?curl=pages/regulation/document
_listing/document_listing_000319.jsp



例）国際共同治験の地域毎の治療効果の推定

ICH-E17 「国際共同治験の計画及びデザインに
関する一般原則」（薬生薬審発0612第1号平成30
年6月12日）
• 2.2.7 統計解析計画

– 地域毎の治療効果の推定
「地域の症例数が少なく、外れ値が過度に影響を
及ぼしている場合には、全体集団の効果の推定値と
個々の地域のデータを利用した推定値の加重平均を
用いる方法（縮小推定値）が考慮できる場合もある
かもしれない。」
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承認審査での結果の解釈や従来の手法との比較等について、
蓄積された臨床試験データによる検討が可能であり、特定の
留意点があればそれを共有することも可能となる



臨床データソースに関する国際的な動向
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http://www.ich.org/products/gcp-renovation.html

ICH： 医薬品規制調和国際会議
ICH E8：「臨床試験の一般指針」
ICH E6：「医薬品の臨床試験の実施の基準（GCP）」

GCP Renovationの第一段階としてICH E8の改訂に着手

GCP RenovationのReflection Paper
（Public Commentが実施された）



ICH E8(R1)
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Fit-for-purpose data quality

Critical-to-quality factors Broader range of trial designs and data sources

Modernization of ICH E8

Updated cross referencing of all other relevant ICH Guidelines

http://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html#8-2



例）レジストリデータの利用

医薬品の有効性、安全性評価に用いられるデータソース
は今後多様化していくと考えられる

• 本邦でも、臨床試験以外のデータソースとして、
レジストリの利用がCIN（Clinical Innovation Network）で
検討されている。

• 例えば医薬品開発段階でレジストリを対照とした比較
を行う場合、従来の比較臨床試験では用いられて
こなかった特定の統計手法を用いる必要がある。
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多様なデータソースを用いるための解析手法について、
蓄積された臨床試験データに基づく模擬的な検討を行い、
性能評価を行うことが考えられる

他の規制当局等と、データを用いた検討結果に基づく議論を
し、国際的に整合性のある留意点を提供できる可能性もある



提出データの品目審査での利用

•有効性、安全性の予測可能性の向上

•M&S利用結果の確認

•最新の評価方法の確認

•迅速な意思決定

蓄積されたデータの利用

•品目横断的情報の整理

•M&Sの積極的利用

•データに基づく手法の性能評価

•標準化データの統合の経験

効率的な医薬品開発

•品目横断的情報に基づく助言の利用

•M&Sの積極的利用

•目的に応じ適切な手法を用いた評価

今後の医薬品開発及び評価に向けて
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・横断的情報に基づく助言
・疾患ガイドライン
・方法論に関する留意事項

標準化されたデータの提出

・データ集積
・評価事例集積

将来的な多様なデータソースの利用
・試験の質、データの質、標準化の重要性
・解析における高度な手法の利用

・高度な解析手法に関する
助言や留意点
・データ標準化への貢献


