守 り たい、みんなのいのち。支えたい、医療の進歩。
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独立行政法人

医薬品医療機器総合機構

理事長メッセージ

PMDA の理念

患者満足度の
向上のために

PMDA の理念
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、

「患者さんの満足度を向上させたい。
」

国民の健康・安全の向上に積極的に貢献します。

私は、2019 年 4 月に PMDA の理事長に就任しましたが、それ
まで、長年、がん薬物療法の専門家として、多くのがんが再発した
患者さん、限られた時間を生きている患者さんと向き合ってきまし
た。
その中で、日々意識してきたのがこの言葉です。
この言葉に込めた思いは、PMDA の理事長になっても、いささ
かも変わることはありません。
医薬品、医療機器、再生医療等製品の実用化（＝イノベーション）
には、実に多くの人間が関わります。
これらのシーズを見つけ出し、様々な試験・研究を実施し、実用

国民の命と健康を守るという

より有効で、より安全な医薬

絶対的な使命感に基づき、医療

品・医療機器をより早く医療現

の進歩を目指して、判断の遅滞

場に届けることにより、患者に

なく、高い透明性の下で業務を

とっての希望の架け橋となるよ

遂行します。

う努めます。

化にこぎつける開発者の役割が重要なことは言うまでもありません
が、それだけでは、患者さんには届かず、満足度の向上にはつなが
りません。
これらイノベーションの成果には、効能・効果（＝ベネフィット）
が期待できる反面、一定の副作用等の発生（＝リスク）がどうして
も避けられないという宿命があります。

最新の専門知識と叡智を

このため、ベネフィットを最大限に活かしつつリスクを最小化す
るためにはどのような形で医療現場に届けるのがよいのか、そして、
市販された後もどのようにすれば患者さんにとっての福音であり続
けることができるのか、を考え、判断する役割が極めて重要なので

もった人材を育みながら、そ

国際調和を推進し、積極的

の力を結集して、有効性、安

に世界に向かって期待される

全性について科学的視点で的

役割を果たします。

確な判断を行います。

す。
さらに、多くの患者さんが恩恵を受ける背後には、避けられない
副作用の被害に遭われた方々がおり、この方々に手を差し伸べる役
割も必要です。

過去の多くの教訓を生かし、
PMDA は、まさにこのような役割を担う組織です。
Cutting Edge( 最先端 ) の製品を、
より有効でより安全な形で、
医療現場で待つ患者さんのために時間軸を意識して届け、患者さ

社会に信頼される事業運営を
行います。

んの満足度の向上につなげること、そして、このような日本の仕組
みを世界に広げて国際調和を進めていくことが、わたしたちのミッ
ションです。
わたしたちが関わったイノベーションの成果が、患者さんの満足
度の向上につながる姿に出会うこと…わたしたちにとっては、何物
にも代えがたい喜びです。
皆さんも、わたしたちと一緒に、この喜びを味わってみませんか。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

理事長
1

藤原 康弘
2

業務概要

審査
リスクの抑制

承認審査関連業務

審査
セイフティ・トライアングルによる
総合的なリスクマネジメント
ーリスクの抑制ー

国民

職員インタビュー → P8

安全

救済

継続的リスク
の最小化

発生した
被害の救済

リスクの抑制

安全対策業務

セイフティ・トライアングルによる
総合的なリスクマネジメント
ー継続的リスクの最小化ー

国民

職員インタビュー → P9

安全

救済

継続的リスク
の最小化

発生した
被害の救済

●相談業務

●副作用などに関する情報の収集・整理業務

医薬品等の開発初期から申請前の段階において、非臨床試験や治験の計画や結果、申請のために必要な事項など
について、企業やアカデミアの研究者への助言を行っています。

医薬品等による副作用・感染症・不具合について、製造販売業者や医療機関、患者等からの報告、国際的情報、学会・
研究報告等から必要な安全性情報を幅広く一元的に収集するとともに、速やかにデータベース化する等の整理を行っ
ています。

●承認審査業務
承認申請された医薬品等の品質、有効性、安全性について、現在の科学技術水準に基づき、品目ごとに審査を行っ

●科学的分析などを通じた安全対策に資する調査・分析業務
副作用報告等により収集した安全性情報について、科学的分析、製造販売業者や専門家への意見聴取等を通じて、

ています。

安全対策立案のための調査・検討を行っています。

●審査・相談の質の向上を目指した業務
企業から提出される臨床試験の電子データを集積し、PMDA 自らが先進的手法で分析、解析等を行い、審査・相

●安全対策の強化・高度化を目指した業務
電子診療情報をデータベース化し構築した医療情報データベース（MID-NET ®）等を活用した薬剤疫学的手法
（MIHARI Project）やデータマイニング手法を導入し、安全対策の質の向上を図っています。

談の質の向上を図っています。

●信頼性保証業務
製造販売承認等が申請された品目について、非臨床試験・治験等が各省令（GLP・GCP・GPSP）で定められる基
準に基づき実施されているか、申請資料の信頼性の基準に適合しているかを倫理的・科学的視点から調査しています。

●製造販売業者からの安全対策に関する相談業務
添付文書改訂や、重篤な副作用発生を防ぐための適正使用の推進、医療安全など、安全性向上に関する製造販売
業者等からの相談を受け、助言・指導を行っています。

● GMP/QMS/GCTP 適合性調査業務
医薬品、医療機器、再生医療等製品の製造所の設備や製造管理手法が各省令（GMP・QMS・GCTP）で定められ

●医薬品、医療機器、再生医療等製品等の安全性に関する情報提供業務
ホームページ上で、医薬品、医療機器、再生医療等製品などの品質、有効性、安全性に関する幅広い情報を提供
しています。

る基準に適合しているかを調査しています。

●再審査・再評価業務

●添付文書等記載事項の届出の受付業務

医薬品等の再審査及び再評価、医療機器等の使用成績評価に関する業務を行っています。

医薬品等の添付文書等の製造販売業者による届出を受け付けています。

●登録認証機関に対する調査業務
医療機器及び体外診断用医薬品の登録認証機関が登録の基準に適合しているかを調査しています。

●日本薬局方等の基準作成調査業務
日本薬局方や医療機器の認証基準やガイドライン等の作成、審査迅速化を目的とした基準・ガイドライン等の作
成に関する業務を行っています。

●治験関連業務
治験依頼者（製薬企業等）や自ら治験を実施する医師又は歯科医師からの治験計画の届出及び治験中の副作用、
不具合等報告の受付を行い、受付状況等を厚生労働省に報告しています。

◆医薬品等の開発から実用化まで
◆医薬品等の開発から実用化まで
開

開

発

承認審査

審査

PMDA による
審査業務

PMDA による調査業務
（GCP,GLP,GMP・QMS・GCTP/GQP 調査）

承認

保険
適用

非臨床

治験

申請

審査

PMDA による
審査・調査・
基準作成業務
PMDA による
安全対策

PMDA による
相談業務※

PMDA による
審査業務

PMDA による調査業務
（GCP,GLP,GMP・QMS・GCTP/GQP 調査）

保険
適用

製造販売

PMDA による
救済業務

PMDA による
審査・調査・
基準作成業務
PMDA による
安全対策

PMDA による基準作成業務
※ アカデミアや開発企業の治験、開発戦略に助言

3

承認

製造販売

PMDA による基準作成業務
※ アカデミアや開発企業の治験、開発戦略に助言

実用化

薬価基準等への収載

PMDA による
相談業務※

申請

薬価基準等への収載

治験

厚生労働大臣による
製造販売承認

非臨床

承認審査

厚生労働大臣による
製造販売承認

基礎研究 等
基礎研究 等

発

実用化

PMDA による
救済業務

4

審査
リスクの抑制

健康被害救済業務

審査
セイフティ・トライアングルによる
総合的なリスクマネジメント
ー発生した被害の救済ー

国民

職員インタビュー → P7

リスクの抑制

その他業務

セイフティ・トライアングルによる
総合的なリスクマネジメント
ートライアングルを支えるー

国民

安全

救済

安全

救済

継続的リスク
の最小化

発生した
被害の救済

継続的リスク
の最小化

発生した
被害の救済

●医薬品副作用被害救済に関する業務
医薬品を適正に使用したにも関わらず、その医薬品の副作用により入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康
被害を受けた方に対する、医療費、医療手当、障害年金等の給付に係る業務を行っています。
また、技術系職員は、迅速な救済を図るため、厚生労働大臣への判定の申し出にあたって、請求内容の事実関係の調査・
整理（請求内容の事実関係調査、症例経過概要表の作成、調査報告書の作成等）を行っています。

●生物由来製品感染等被害救済に関する業務
生物由来製品等を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染症にかかり、入院治療が必要な程度の

国際関係業務
世界各国の規制当局との連携や、国際会議等での国際調和等の国際的な活動に尽力し、世界の規制当局のトップ
ランナーの一員として、世界各国やアジア諸国の医薬品や医療機器等の規制を牽引し、日本、ひいては世界の保健
向上に貢献していくことを目指しています。

●国際調和活動（ICMRA、ICH、IMDRF、HBD 等への参加）

疾病や障害等の健康被害を受けた方に対する、医療費、医療手当、障害年金等の給付に係る業務を行っています。
また、迅速な救済を図るため、厚生労働大臣への判定の申し出にあたって、請求内容の事実関係の調査・整理を行っ

●各国との協力関係の強化

ています。

●アジア医薬品・医療機器トレーニングセンター

●スモン患者への健康管理手当などの受託貸付業務
裁判上の和解が成立したスモン患者に対する、健康管理手当及び介護費用の支払業務を行っています。

● HIV 感染者、エイズ発症者に対する健康管理費用などの受託貸付業務
血液製剤に混入した HIV により健康被害を受けたした方に対して、エイズ発症予防のための健康管理費用やエイ
ズ発症に伴う健康管理に必要な費用の負担軽減のために発症者健康管理手当の支給を行っています。

●「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 IX 因子製剤による C 型肝炎感染被害者を
救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等業務
特定 C 型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付に係る支給事務等を行っています。

レギュラトリーサイエンス推進業務

職員インタビュー
→ P10

医薬品、医療機器及び再生医療等製品の開発時の相談から承認審査、安全対策までの一貫した予測、評価及び判
断の科学的根拠に基づく支援に資するため、「レギュラトリーサイエンスセンター」を設置し、以下の業務を実施し
ています。

● PMDA 業務に関連する先端科学技術に関する情報収集機能の強化（ホライゾン・スキャ
ニング）及び科学委員会による革新的医薬品等の評価方法に関する検討
●横断的基準作成等プロジェクトチームによる医薬品開発・評価に資するガイドライン等作成
●申請電子データの内部解析結果に基づく科学的議論や蓄積されたデータの品目横断的検討
●電子診療情報等のいわゆるリアルワールドデータを利用した安全対策

管理業務

◆医薬品等の開発から実用化まで
開

発

承認審査

実用化

組織運営の企画管理全般を担う業務として、以下のような業務を行っています。

● PMDA の企画・運営に関する業務
治験

PMDA による
相談業務※

申請

審査

PMDA による
審査業務

PMDA による調査業務
（GCP,GLP,GMP・QMS・GCTP/GQP 調査）

承認

保険
適用

薬価基準等への収載

非臨床

厚生労働大臣による
製造販売承認

基礎研究 等

●総務・人事・研修等に関する業務
製造販売

PMDA による
審査・調査・
基準作成業務

●予算・決算・調達等に関する業務
●関係法令・内部規程等に関する業務
●広報に関する業務
●その他 PMDA の業務に関する管理調整業務等

PMDA による
安全対策

PMDA による基準作成業務
※ アカデミアや開発企業の治験、開発戦略に助言

5

PMDA による
救済業務

6

職員インタビュー
１日のスケジュール

１日のスケジュール

09：00

09：30

出勤、メール対応

10：30

治験相談の資料の
打ち込み、打合せ
資料の作成

出勤、外部 専門家
へ送付する協議書
類の確認

11：00 請求者や医療機関
等との電話

国民の命と健康を守るために、

患者さんの希望のため、

11：00 治験相談のチーム
内打合せ

12：00 休憩

ここで私にできることがある

日本の医療の未来のために

13：00 部内定例報告会へ
出席

12：00

14：00 起案書（外部専門家
へ支払う謝金・旅費
関係等）の作成
15：00 厚生労働省へ調査
報告書等を持参
16：00 請求者や医療機関
等からの回答書類
の確認

救済

関村 若奈
PMDA 採用

18：00 退社

Wakana Sekimura

審査

2015 年

健康被害救済部

荒木 亮祐
PMDA 採用

14：00

治験相談で企業と
面談

16：00

申請品目に関する
チーム内打合せ

17：00

審査報告書の作成

18：15

退社

Ryosuke Araki

2014 年

新薬審査第三部

付、問い合わせの対応等を行っています。一番やりがいを感じ

PMDA でしか見えない景色がある

るのは、電話の向こうにいる人の健康被害の状況や暮らしぶり

私は前職では司法書士事務所に勤務していました。もともと

が、生の声を通してひしひしと伝わってきたときです。 命や

は司法試験を目指していましたが、これまで培ってきた法律関

健康を守るかけがえのない仕事に関わっている

係の知識を活かし、広く国民の役に立ちたいという思いから、

覚え、自分の仕事の責任と重要性を強く感じています。

という実感を

より有効で安全な新薬をより早く
患者さんへ届けるため、研究開発者と協同する

まとめます。審査の中では、
使用方法や医療現場での安全対策、
適正使用のための情報提供の方法なども議論・判断しています。
こうして PMDA が最新の専門知識を結集し科学的視点で審査

新薬審査部門では、「相談」と「審査」の２つの業務を担っ

した結果を基に、厚生労働省において承認の判断が行われ、私

ています。相談業務では、研究開発中の品目について、製薬会

たちが審査の過程で適切と判断した使用方法や注意喚起に基づ

公務員への道を考え始めました。公務員を目指すにあたりその

また、制度創設から 40 年近く経ちますが、未だ一般的な認

社やアカデミアから寄せられる様々な相談に対し、研究開発者

いてその医薬品は医療現場で使用されることになります。それ

延長線上にある独立行政法人までターゲットを広げていったと

知度は低く、制度を周知することも私たちの大切な仕事です。

や専門家との議論を通じて、承認申請に必要なエビデンスにつ

だけに私たちの責任は重大ですが、PMDA の志望動機でもあっ

き、PMDA の存在を初めて知りました。医療の世界に興味が

必要な人が必要な時に利用できるよう、また、適切に安心して

いて科学的根拠や薬事規制等に基づきアドバイスを行っていま

た「新たな治療を求める患者さんの希望の架け橋になる」とい

あったこともあり、PMDA に興味を持ちましたが、医薬品や

手続きを進められるよう、できることに取り組んでいきたいで

す。類似した新薬開発等に関する経験や患者さんの安全を確保

う目標に携われていることにやりがいを感じながら、日々の業

医療機器に関してはあまり知識がなく、自分に務まるのかとい

す。

するためのノウハウの蓄積も踏まえて、PMDA が多様な助言

務に取り組んでいます。

う不安はありました。それでも今までの自分には無縁の世界に
飛び込むことを決断させたのは、国民の命や健康を守る仕事で
あり、医薬品等の「審査」
、
「安全」、「救済」の業務を行う日本
で唯一の組織である

PMDA でしか見えない景色がある

と

いう期待でした。

かけがえのない仕事をしているという実感
私は現在、主に「医薬品副作用被害救済制度」に関する業務
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休憩

13：00 申請資料、治験相談
資料の読み込み

することで、承認申請に必要なデータを早期に取得することが

事務系職員だからこそできること

でき、結果的に新薬が患者さんに届くまでの時間を短縮するこ

日本の医療の未来のため挑戦し続ける

PMDA の業務は「審査」、「安全」
、
「救済」の三本柱です。

ともできるのです。相談業務を通じ、私たちの理念にもある
「よ

私は現在、新薬審査第三部にて、主に精神・神経疾患を担当

これら 3 つの業務が「セイフティ・トライアングル」を形作り、

り有効で、より安全な医薬品をより早く医療現場に届ける」た

しています。審査チームの一員となって６年、チーム主任と

その中心には「国民」がいて、 国民のための仕事

を行って

め、国内外の研究開発者と協同して医薬品の実用化に向けて取

なって３年が経ち、
過去に相談を担当した新薬の開発が成功し、

います。私はこれまで、経営企画部（当時：企画調整部）に 1

り組めていることを実感し、開発段階の早期から支援できるこ

審査を経て世の中に出ていく姿を見ることも多くなってきまし

年半、健康被害救済部に 2 年半いますが、いろいろな経験を

とに非常にやりがいを感じています。

た。また、最近は少しずつですが外部機関からの要請があり、

積むほどに PMDA をもっと知りたいという思いが強くなって

を担当しています。この制度は、医薬品を適正に使用したにも

います。今後はできれば審査・安全に関連する業務を経験し、

関わらず、副作用で重篤な健康被害を受けられた方に対し、医

PMDA の全体像を把握したいと考えています。

自分たちの判断の影響力に対する
責任とやりがい

精神・神経領域の開発について学会やシンポジウムなどで講演
させていただく機会も増えてきています。学生時代には神経系
の薬理学の基礎研究を行っていたので、その経験や知識が活か

療費等の支給を行うことで救済することを目的とした制度で

皆さんにお伝えしたいことは、PMDA では、事務系職員も

新薬審査は、臨床、薬物動態、薬理、毒性、品質など、それ

せる現在の仕事に満足しており、今後も現在のチームで承認審

す。制度利用には、まず請求のための書類を PMDA に提出し

十分にやりがいのある業務を経験できるということです。現在

ぞれの領域に専門性を有する十人程度の職員からなるチームで

査に携わり、より良い新薬を少しでも早く世に送り出すお手伝

てもらうことから始まりますが、私が関わるのは、厚生労働省

の直接窓口として国民の方とやり取りするような仕事、以前の

行います。承認申請された医薬品について「疾病の治療や診断

いをしたいと思っています。新薬審査部では、若手のうちから

で医学・薬学的な判定を行うために必要な情報がそろっている

組織運営に関わるような仕事 ― その他にも、事務系職員だか

への貢献が確認されているか（有効性の確認）
」、
「認められた

複数の業務を任され、日々の勉強が欠かせませんが、豊富な知

かなどの、請求内容の事実関係の調査・整理です。医学・薬学

らこそできる仕事があります。私も初めは技術系職員の仕事を

有効性に比較し、許容できない副作用等がないか（安全性の確

識や多彩な専門性をもった同僚や先輩たちが多数いて、部署を

的な知識の必要な調査・整理は技術系職員が行いますが、私た

縁の下の力持ちとなって支えるバイプレーヤーに徹することを

認）
」、「使用対象（効能、効果）と使用方法（用法、用量等）

超えていつでも気軽に相談できますのでご安心ください。患者

ち事務系職員は、そのための窓口的な役割を担い、必要な情報

心掛けていましたが、今では、職種に関係なく、全ての職員が

が適切に設定されているか」などを、外部専門家と意見交換も

さんの希望と日本の医療の未来のために、私たちと一緒に最先

を確認するための請求者本人や医療機関等への質問文書の送

主役となってそれぞれの役割を果たしていると感じています。

行いながらチームで議論を重ね、PMDA としての審査結果を

端技術の実用化にチャレンジしませんか。
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１日のスケジュール

１日のスケジュール

08：30

09：00

出勤、メール対応、
新着論文チェック

10：30

疫学相談に関する
審査部打合せ

出勤、メール対応

09：00 副作用報告の確認・
検討、打合せ資料
の作成

広い視点から医薬品の

薬剤疫学の手法で

11：00 添付文書改訂相談
のチーム内打合せ

ライフサイクルに携わり、

12：00

医療を支える

ビッグデータに挑む

休憩

12：00

13：00 企業との面会
14：00

安全対策調査会
資料の作成

16：00

副作用報告の医療
機関への追加調査

安全

平澤 梓司
PMDA 採用

14：00

データベース解析
プログラムの確認
16：30 申請品目の安全性
監視計画に関する
審査部打合せ

退社

Shinji Hirasawa

RS

2013 年

医薬品安全対策第二部

PMDA 採用

2006 年

質の向上にも良い影響を与えていると思います。

薬事行政における薬剤疫学のパイオニアとして

セプトのデータの入ったナショナルレセプトデータ（NDB）や、
PMDA が協力医療機関の電子カルテやレセプト等を統合し構

また、日本国内で使用される全ての医薬品・医療機器等にい

薬剤疫学とは、大多数の患者さんのデータを解析することに

築した医療情報データベース（MID-NET® ）等を解析してい

を維持するための業務を行っています。患者さんに医薬品の副

ろいろな角度から携われることは、PMDA で働く大きな魅力

よって、医薬品の処方実態や、医薬品による患者さんへの影響

ます。このほかにも、「医薬品安全性監視計画（RMP）
」の安

作用と疑われる症状が現れた際の副作用報告は、製薬会社から

であると感じています。私の場合、最初の５年間は新薬審査第

を定量的に評価する学問分野です。私が薬学部卒業後に公衆衛

全性監視計画の審査業務や、製造販売後データベース調査の詳

寄せられるだけでも年間５〜６万件に上ります。報告された 1

五部で抗がん剤の審査・相談業務を担当しました。そして現在

生大学院に進み、疫学研究に勤しんでいた頃、医薬品規制調和

件 1 件に対して、医薬品との因果関係を慎重に検討し、因果

は、承認審査に携わった医薬品も含む市販後の安全対策業務を

国際会議（ICH）のガイドラインにおいて薬剤疫学研究が医薬

関係が否定できない症例が認められた場合、必要な安全対策を

行っており、医薬品のライフサイクルを俯瞰的に見ることがで

品の安全性監視の重要な方法として位置づけられました。ICH

検討することが私たちの仕事です。その上で、必要に応じて医

きています。こうした間口の広さ、奥行きの深さは PMDA で

の主要メンバーである日本の医薬品規制当局が PMDA である

就職活動にあたって、ご自身の将来の選択を迫られている

薬品の添付文書改訂や注意喚起、医療機関に配布する資材の作

なければ体験できませんし、自身のスキルアップにもつながっ

ことを知り、
「ここに入れば薬学と疫学の両方のバックグラウ

人も多いと思います。そこで、「薬剤疫学」分野において、

成を製薬会社に指示するなどの対策が講じられます。

ています。

ンドを生かした仕事ができるのでは」と思い、PMDA の門を

PMDA で働くということの魅力を少しお伝えできればと思い

叩きました。当時「疫学」という専門性で入職したのは私だけ

ます。はじめに、自分達の解析結果や評価結果が安全対策措置

だったこともあり、薬剤疫学事業の立ち上げや疫学チームの整

に繋がることや、
疫学に関連するガイドライン等を作ることで、

備などに奮闘する日々が続きましたが、今では疫学チームは十

患者さんに安全に医薬品を使ってもらえるような社会を実現す
るというやりがいがあります。次に、その重要な役割を果たす

医薬品安全対策部門は、
医薬品の市販後の「安心」と「安全」

安全対策業務を進める上で、スピード感は非常に大切です。
私たちの対応が遅れれば、医薬品を使用する多くの国民の健康

世界に向けても活躍の場を広げていきたい

を脅かす可能性もあるからです。一方で、どのような注意喚起

医薬品開発のイノベーションはまさに日進月歩ですので、私

をすれば「安心」と「安全」が維持できるか、どのような添付

たちも日々勉強し、専門知識や情報をアップデートしていかね

数名規模になり、そのリーダーを務めています。

文書、配布資材の記載にすれば医療従事者や患者さんに分かり

ばなりません。担当領域の国内外の学会等に参加したり、論文

やすい情報提供になるか、といった質の面もおろそかにはでき

を読みこんだりし、常に情報収集に努めています。

リアルワールドデータからエビデンスを作る仕事

細な計画に対する助言を行う疫学相談業務を担当しています。

やりがい・豊富なデータ・多様な人材に恵まれた環境

ために、多様な日本のデータベースが使用可能であることや、
疫学のみならず IT や医学、薬学等の多様なバックグラウンド

ません。そして、業務のスピードと質を高めるために大切なの

もちろん情報収集だけでなく、規制当局として適切に情報

医薬品承認時点の情報は安全性の観点からは限界があるた

を持つ同僚とチームで仕事ができる環境が整っています。さら

が、チームワークと円滑なコミュニケーションだと考えていま

発信を行っていくことも重要です。海外でも PMDA の動向は

め、市販後に継続して医薬品の安全性を評価することが重要で

に、必要な知識やスキルを身に着けるための研修制度が整って

す。業務については一人で全てこなすことはほとんどなく、臨

大変注目されており、情報の発信先は日本国内にとどまらず

す。その評価方法の一つとして、病院や薬局等で蓄積されてい

いることも魅力だと思います。例えば、私は米国食品医薬品局

床現場をよく知る医師を含むチームで相談、検討することにな

世界に広がっています。PMDA では、国際部門の職員に限ら

る電子カルテ情報やレセプトデータ等のビッグデータが活用さ

（FDA）において薬剤疫学手法の意思決定への活用方法等の実

ります。多くの人と意見を共有し業務を進め、最善なものを目

ず、審査部門や安全対策部門等の職員でも国際業務に携わる機

れています。臨床試験のように計画されて収集されるデータと

態を学び、
ボストンでの在外研究では、海外データベースを使っ

指しています。

会があります。私も将来的には、例えば医薬品規制調和国際会

は異なり、実際の臨床現場で生み出されるデータであることか

た研究を行いました。また、日常的に、薬剤疫学分野の研究が

議（ICH）等の世界共通のガイドライン作成を通じて、米国食

ら、リアルワールドデータと呼ばれています。リアルワールド

進んでいる欧米をはじめとした海外の規制当局や国内外のアカ

品医薬品局（FDA）、欧州医薬品庁（EMA）等とディスカッショ

データから行政判断の根拠（エビデンス）となる情報を生み出

デミアと最新の技術や情報交換の機会にも恵まれています。疫

PMDA は堅苦しい職場と思われがちですが、そんなことは

ンするなど、海外の規制当局との調整業務にも携わりたいと考

すためには、
「薬剤疫学」の専門家が必要となります。

学を専門として、患者さんの安心・安全な社会の実現のため働

ありません。私と同年代の若い職員が多い組織であり、なんで

えています。日本のみならず世界の医療に貢献していくことが

も気軽に相談しやすく、お互いを理解し、尊重しあえる仲間た

今後の目標です。

信頼できる仲間と幅広い経験で成長を実感する
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石黒 智恵子

17：30 保育園お迎えのため
退社
Chieko Ishiguro

医療情報活用部

ちと働きやすい環境が生まれていて、それが業務のスピードと

患者さんの「安心」と「安全」を守り続ける

休憩

13：00 疫学相談の事前面談
（製薬会社との面会）

16：30 追加調査を踏まえた
副作用報告の確認・
検討
17：30

11：00 データベース調査
計画に関する
疫学チーム打合せ

現在、私が所属している医療情報活用部疫学課では、医薬品

きたい方には、是非、挑戦していただきたいです。

の安全性に関するエビデンスを導き出すため、日本全国民のレ
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職員アンケート

事務系総合職

現役職員アンケート

・就職活動中は、慣れないビジネスメールやマナー、説明会や面

現役職員に、①仕事のやりがい、②ギャップ、③今後の夢・目標、
④休日の過ごし方について、アンケートを取りました。
各職員の回答で、PMDA や PMDA で働く職員について、

ートに
アンケ
た
回答し
！
こちら
職員は

よりイメージを深めていただければ幸いです。

接のスケジュール管理にも気を配りつつ、学業との両立もあって
本当にしんどいと思います。しかし、いろんな会社で働く人の話を
聞けたり、普段は見られない場所を見せてもらえる機会はそうそ
うないので、お体に気をつけつつ、最後までがんばってください！
・就職活動お疲れ様です。実際にどんな仕事ができるのか具体
的に分からない中で、就活をするのは大変だと思いますが、
PMDAでこれをやってみたい、こういう人になりたいという思
いがあれば、ぜひ挑戦いただければ嬉しいです。
・自分を信じて頑張ってください！

技術系専門職

小笠原 翔

本田 耕平

瀬谷 泉美

2017 年採用

2016 年採用

2015 年採用

審査マネジメント
部審査企画課

経営企画部リスク
管理・法務支援課

国際協力室

・就活中は辛いこともあるかもしれませんが、後悔のないよう
にベストを尽くして最後までやり遂げてください。応援してい
ます！

アンケート結

・就活中はこれまで自分自身では気が付けなかった強みや弱み
が見えてくることや、決断を迫られる場面が多々あるかと思い
ます。しかし、ご自身の軸を決めたら、ぶれないようにしっかり
持ち、最後まであきらめずに頑張ってください。

果

① どんな時に仕事のやりがいを感じますか？

が、上司はもちろん他部署の先輩にも気軽に質問や相談ができる

・承認審査に関わった医薬品が投与され、回復に向かった患者さ

コミュニケーションが取りやすい職場でした。

んがいることを、学会やメディアを通して知ったとき。承認審査

・入社後、次のようなギャップ（いい意味で！）を感じました。

・私が学生のときも頭では理解していたのですが、やはり働き

蒲谷 里穂

藤原 桜子

葛貫 悟司

の過程では、本当に色々な苦労があるけれど、頑張ってよかった

PMDA全体でみると若手職員が多い／外部機関から出向している

始めると自由に使える時間が限られてくるため、就活や勉強も

2018 年採用

2017 年採用

2011 年採用

方や企業を経験している中途採用の方など多様な職員がいる／お

医療機器品質管理・
安全対策部
調査専門員

と思える。

医薬品品質管理部
調査専門員

新薬審査第五部
審査専門員

・業界紙や企業Webページ、患者ブログなどで、自身が審査に関

休みが取りやすい

大変だと思いますが、趣味や旅行などもしっかり楽しんでおい
ていただきたいなと思います。

田中 謙成

趙 美奈

坂上 祐香

2015 年採用

2016 年採用

2015 年採用

2014 年採用

新薬審査第二部
審査専門員

医療機器審査第一部
審査専門員

健康被害救済部
調査専門員

新薬審査第一部
審査専門員

たとき。

③ 今後の夢や目標を教えてください！

・一番は、企業との面会が終わった後に、相手から「いい議論が

・目標とする先輩のように、大きな会合などにおいても堂々と発

できて良かった」と言われたとき。企業による医薬品の開発を助

言する力や、様々な関係者を取り巻く難しい問題に着地点を見出

けることを通じて、日本ひいては世界の医療に貢献するために仕

せる力を身に付けたいです。

・PMDAでしかできない仕事がたくさんあ

事をしていると感じる。

・困っている部下に優しく手助けしながらも効率よく仕事を行え

ります！

・医療機器は新製品が開発されて上市されるまでのスパンが短

る上司になりたいです。

・自分次第で、早いうちから前に出て仕事

く、常に新しい医療機器の承認申請があります。それに伴い、添

・企業・アカデミアとも協力し、日本の医療環境がよりよいものに

をすることが出来るし、ここでしか出来な

付文書の記載内容や不具合の考え方について安全部門でも相談

なるよう貢献したい。

い仕事は確実にあります。改めて自らを見

を受けるため、前例のないことに対して関係部署と連携しながら

・様々な部門を経験して承認前から市販後の流れを理解し、一連

つめてみて、そういったことに価値を見出

新しい枠組みを考えていくことにやりがいを感じます。毎日の業

の視点から意見をだせる職員になりたい。

すのであれば就職先としてPMDAを考えてみ

務の中でも、添付文書やその他の安全対策に関して相談者様の疑

・語学力の向上が一番の目標です。

てください。

問やお悩みを解決できることで、自分の成長を実感できる職場で
す。

す。若い人が新しい視点をどんどん提供し

・自分が今している仕事と社会との関わりが見えたときにやりが

④ 社会人になってはじめた休日の過ごし方が
あれば、教えてください！

て、より良い組織にしていけるように、一

いを感じます。例えば新聞に自分の関わった活動が取り上げられ

・社会人団体に入り、楽器を弾いたり、音楽を作ったりする活動を

緒にがんばりましょう！

た時や、海外の学会に広報用のブースを出した際に様々な国の人

はじめました。

から関心を寄せられているのが実感できた時など、世の中に影響

・おいしいもの巡りです！就職を機に関西から上京してきたことも

・PMDAは歴史的にも比較的若い組織で

三ヶ島 史人

わった医薬品の承認について肯定的な意見が書かれているのを見

のある仕事に関わらせてもらっているんだなとやりがいを感じま

あり、雑誌やテレビに出てくるお店に実際に行けることにいまだ

す。

に感動します。東京楽しいです！

・今まで学んだ専門知識を社会に役立てたい方にオススメです。

・就職に伴い引っ越したのですが、近所に小劇場が多いので演劇

なときに支えてくれるのは「その仕事が何のためになっているか」だと思っています。みなさんに

② PMDA採用後に感じたギャップは
ありますか？

とって、どんな仕事が自分をやる気にさせ、時に支えてくれるのか、ゆっくり考えてみるといいか

・お堅い役所感をイメージして恐る恐る入職しましたが、部署内

地や名産品のみならず、休日にその国の文化や歴史を学ぶために

もしれません。

はとても温和な雰囲気で、ユニークな同期にも恵まれています。

ゆっくり時間を過ごすことが増えました。

高谷 尚人

・実際に働いてみないと分からないことばかりで、学生から社会人になるにあたり不安も多いと思

・実際に入社すると、毎日課内での打ち合わせがあり、企業やア

・学生時代と異なり、好きな平日に有給休暇で休めるようになり

2017 年採用

います。PMDAは部署により業務内容が大きく異なりますが、柔軟な考えや素直さはどの職種でも

カデミアの方と面会する機会も週１回以上あるので、人との関わ

ました。比較的混雑しない平日にお休みをいただいてテーマパー

新薬審査第五部
審査専門員

活かされると思います。自分のバックグラウンドや得意分野に縛られず、様々な仕事が経験できる

りの多い能動的な仕事だと感じました。

クに行くことで休日をゆったりと過ごしています。

PMDAで皆様と一緒に仕事ができることを楽しみにしております。

・疑問を抱いた際に気軽に質問できない職場を想像していました

・続けられる仕事について考えたとき、興味に勝るモチベーションはないと思う一方で、折れそう

鑑賞にはまっています。
・以前から海外旅行が趣味でしたが、社会人になってからは観光

（生物統計担当）
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※本パンフレットにおける職員のデータは作成時のものです。
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よくあるご質問

よくあるご質問

Q4

採用後の教育制度について教えてください。

PMDA の各業務遂行にあたっては、各職位にも応じて、求められる知識・能力等があります。この知識・能力等は以下の２つ

皆さんからよくいただくご質問についてまとめました。

Q1

PMDA では、どのような人材を求めていますか？

私たちの使命は、PMDA の理念にもあるとおり、審査・安全対策・健康被害救済の 3 大業務を通じて、「国民の命と健康を守り、

に大別でき、これらを獲得するため、各部署での OJT（On the Job Training）や勉強会はもちろんのこと、PMDA 全体の人材
育成の観点から、職員として共通に身につけるべき知識・能力等に重点を置いた研修も実施しています。

・科学的な視点で的確な判断をするために必要な専門知識（３大業務に必要な知識のほか組織運営に必要な知識も含む。
）

・業務を遂行するために必要なマネジメント力、コミュニケーション力など

医療の進歩を支える」ことです。私たちの業務は、新たな治療を待ち望む多くの患者さんやそのご家族・ご友人のため、患者さん
の治療を行い、支える医療従事者の方々、医薬品等の実用化のためたゆまぬ努力を重ねる研究者や企業の方などとともに行うもの
です。どのようなバックグラウンドや職種の職員についても、患者満足度の向上や臨床現場の視点をもって業務に臨むことが大切

研修は、職務経験、職位に応じて求められるスキルを対象とした、新任者研修に始まる一般体系コースのほか、業務に必要なス
キルを磨き、専門性を高めるための専門体系コースを整備し、様々な研修プランを設けています。

と考えています。また、私たちの業務内容は PMDA が日本で唯一行っているものであり、「国民の命と健康を守り、医療の進歩を
支える」ため、PMDA が社会的に果たす役割や責任は大きなものとなっています。
そのため、技術系職員では、PMDA 業務に必要な高い専門性や能力をもつことはもちろんのこと、事務系職員を含め、PMDA
の理念に共感し、高い倫理観をもって、業務に臨んでいただけることを一番大切に考えています。

Q5

PMDA の働く環境（福利厚生等）について教えてください。

PMDA にとって、人材はもっともかけがえのない宝、財産（＝人財）です。PMDA では、職員一人ひとりが、その力を最大限
に発揮して生き生きと働ける、より魅力ある職場とし、組織パフォーマンスを向上させるための人事・教育制度（Q3、Q4 参照）

Q2

配属先はどのように決められますか？

における取組の他、より職員が働きやすい環境の整備に努めています。
福利厚生関係では、以下のような制度があります。

採用時の配属は、皆さんの専門性の情報、人員の配置状況等を踏まえて総合的に判断し、決定します。採用後の異動については
Q3 をご参照ください。

○休暇制度：年次有給休暇、特別有給休暇、育児休業、育児時間、介護休暇、介護時間

等

年次有給休暇は毎年 1 月に 20 日付与されます（4 月採用者は、初年は 15 日）。20 日を限度として、翌年（1 年間）に繰り越
しが可能であり、この場合、最大で 40 日となります。また、1 日単位での請求だけでなく、時間単位での請求も可能です。組織

Q3

として積極的に有給休暇の取得を推進しています。

採用後のキャリアパスはどのようになっていますか？

特別有給休暇には、夏季休暇（7 月〜 9 月までの期間の連続する 3 日間）
、産前産後休暇、子の看護休暇、等があります。
○健康管理関係：定期健康診断、産業医・保健師による健康相談、ストレスチェックの実施、男女別休養室

PMDA では、「PMDA における Career Development Program（CDP）」に基づき、職員一人ひとりの専門性や適性を考慮し
つつ、組織に必要な能力を有する人材の育成、適材・適所の人材配置を通じ、組織パフォーマンスのさらなる向上と職員のキャリ
アプランの実現を目指しています。

等

○手当関係：扶養手当、住居手当、通勤手当
○その他：社会保険完備（健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険）
、財形貯蓄

等

また、
「厚生会」という職員による互助会（任意加入）があり、
各種慶弔金の支給やアウトソーシングサービスによる各種割引（ベ
ネフィット・ステーション）、法人割引の適用や歓迎会、忘年会の実施等を行っています。

技術系職員：若手職員については、多くの経験を積み、知識や視野を広げ、適性を見出すことを目的に、複数部署（国内外の外部
機関等を含む。
）
への異動を行い、
上級以上の職員については、
専門性と継続性をより重視した人事ローテーションを行います。また、

福利厚生以外でも、フレックスタイム制度の導入やテレワーク制度の試行、職員間のコミュニケーションの活性化や一層の業務
効率化のためオフィス改革を行うなど、既存の制度や働き方にとらわれず、様々な取り組みを現在も進めています。

組織の管理監督責任を負い、業務のマネジメントを行っていく「マネージャー」コースと、特定の専門領域において秀でた専門性
を有し、職員に対し、専門的・技術的な見地から情報提供や指導を行っていく「スペシャリストコース」の 2 つのキャリアパスの
コースがあります。

13

Q6

英語は必要ですか？

事務系職員：行政的な考え方や経営的な視点を総合的に兼ね備えた人材の育成を目指し、幅広い業務を経験させることを基本とし

PMDA は国際調和を推進し、積極的に世界に向かって国際社会から期待される役割を果たしています。そのため、特に技術系職員

た人事ローテーションを行います。そのため、職員の希望等にも鑑みながら、基本的には 2 〜３年ごとに部署間の異動（外部機関

ではどの業務においても英語は必要なスキルとなります。また、業務上必要とする職員に対しては、充実した英語研修も実施しており、

への出向（原則、関東近郊）を含む。
）があります。

スキルアップを後押ししています。
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